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　厳しい財政状況ではありますが今年度も、新たな施設・交通による町の発展と、ご高齢

者を敬い尊び、子どもたちの未来に責任をもつ町政実現のため、引き続き教育、福祉、環

境及び防災対策を政策の軸に、新施設整備事業に重点を置いた予算配分となっています。

　峡南北部新設高校設置に伴う、昨年度閉鎖しました市川大門町民会館及び図書館、市川

大門町民体育館を、新施設整備事業として、（仮称）生涯学習センター・町立図書館・町

民体育館の平成３１年１２月の竣工を目指し、造成及び建築工事などを実施します。また、

関連して「八乙女自治公民館建設事業」を進めます。

　「市川三郷町総合戦略」も引き続き、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。

　最後になりますが、この「知ってほしい まちの予算」により、

町民の皆さまに、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。

　町民の皆さまには、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３０年度当初予算は、一般会計１２１億３，８８４万５千円、国民

健康保険など１５特別会計を合わせた全会計で１７８億１，８８０万９千円（昨年度比

１６．２２％増）の予算規模で編成しました。

平成３０年４月
市川三郷町長　久保  眞一

今年度の主要事業（新規・継続）

 ■新施設整備事業
　（（仮称）生涯学習センター・町立図書館・町民体育館・

市川富士見保育所新園舎）

 ■八乙女自治公民館建設事業

 ■高田地区公民館エアコン設置事業

 ■保育所取壊撤去事業

 ■幼児・児童給食費無償化事業

 ■子育て支援医療費助成事業

 ■高齢者補装具購入費サポート事業

 ■大塚小学校渡り廊下改修事業

 ■市川南中学校駐車場修繕事業

 ■学校図書館資料管理システム導入事業

 ■富士見スポーツ公園弓道場解体事業

 ■ユニフォーム購入事業

■観光施設内トイレ洋式化改修事業

■防災無線Ｊアラート機器更新事業

■洪水ハザードマップ更新事業

■六郷庁舎空調設備改修事業

■福祉センター空調改修事業

■トンネル長寿命化修繕事業

■町道矢作上野線新設改良事業

■岩間地内歩道設置概略設計事業

■公衆無線ＬＡＮ環境整備事業

■情報系システム更新事業

■一般廃棄物処理基本計画策定事業

■健康増進計画及び自殺対策計画策定事業

■ふるさと納税特産品贈呈事業
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◇町長あいさつ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　１

◇平成３０年度市川三郷町一般会計予算・特別会計予算の状況　・・・・・　　５

◇事業別予算一覧　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　６

Ⅰ　誇れるまち
　１．ふるさとを愛するまちづくり

　　□ 学校教育の充実　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１７

　　□ 生涯学習・スポーツの推進　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２１

　２．子育てしやすいまちづくり

　　□ 結婚・出産支援の充実　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２６

　　□ 子ども・子育て環境の充実　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２８

　３．文化や歴史を守るまちづくり

　　□ 文化・芸術の振興　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３６

　　□ 地域・伝統の継承　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３７

　４．人にやさしいまちづくり

　　□ 介護・高齢者福祉の充実　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３８

　　□ 障がい者福祉の充実　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４８

Ⅱ　賑わうまち
　１．交流するまちづくり

　　□ 観光の振興　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　５５

　　□ 交流拠点の整備　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　５８

　　□ 国際交流・姉妹都市交流の推進　・・・・・・・・・・・・・・・・　５９

　　□ 情報発信の強化　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　５９

■□■　目　次　■□■
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　２．活力あふれるまちづくり

　　□ 商工業の振興　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６３

　　□ 農林業の振興　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６６

　　□ 地域資源のブランド化　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　７０

　３．移住・定住しやすいまちづくり

　　□ 移住・定住の促進　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　７０

　　□ 空き家・遊休農地の活用　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　７２

　４．男女がともに活躍するまちづくり

　　□ 男女共同参画の推進　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　７２

Ⅲ　安全・安心なまち
　１．災害に強いまちづくり

　　□ 防災意識の向上・体制の充実　・・・・・・・・・・・・・・・・・　７５

　２．健康に暮らせるまちづくり

　　□ 地域医療の整備・推進　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　７８

　　□ 健康づくりの推進　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　７８

　３．快適に暮らしやすいまちづくり

　　□ 生活環境（歩道や道路網を含む）の整備　・・・・・・・・・・・・　８３

　　□ 交通安全・防犯対策の推進　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８８

　　□ 公共交通の維持・充実　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８９

　４．自然と共生するまちづくり

　　□ 土地利用の推進　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９０

　　□ 自然環境・景観の保全と活用　・・・・・・・・・・・・・・・・・　９１
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Ⅳ　繋がるまち
　１．町民と行政が協働するまちづくり

　　□ 住民参画と協働の推進　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９５

　　□ 公共施設の有効活用の推進　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９６

　２．地域住民が連携するまちづくり

　　□ 消費者行政の推進　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９７

　３．近隣市町村等と連携するまちづくり

　　□ 広域行政の推進　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９８

　　□ 民間等との連携や協力体制の促進　・・・・・・・・・・・・・・・　９９

　４．将来を見据えたまちづくり

　　□ 健全な財政基盤の確保　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１００
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会計名 平成 30 年度
当初予算額

平成 29 年度
当初予算額

前年度比較

差引 対前年度比

1 　一般会計 121 億 3,885 万円 91 億 8,446 万円 29 億 5,439 万円 32.17％

2
　国民健康保険特別会計事業勘定 18 億 3,959 万円 23 億 7,506 万円 △ 5 億 3,547 万円 △ 22.55％

　国民健康保険特別会計
　　　　　　　直営診療施設勘定 7,567 万円 7,711 万円 △ 144 万円 △ 1.86％

3 　介護保険特別会計 21 億 3,013 万円 20 億 7,466 万円 5,547 万円 2.67％

4 　介護サービス事業特別会計 500 万円 708 万円 △ 208 万円 △ 29.47％

5 　訪問看護ステーション　　　　　　　　西八代特別会計 3,339 万円 3,264 万円 75 万円 2.28％

6 　簡易水道特別会計 2 億 4,476 万円 2 億 4,648 万円 △ 172 万円 △ 0.70％

7 　公共下水道事業特別会計 10 億 431 万円 9 億 9,304 万円 1,127 万円 1.13％

8 　農業集落排水事業特別会計 3,508 万円 3,557 万円 △ 49 万円 △ 1.37％

9 　戸別浄化槽整備　　　　　　　推進事業特別会計 743 万円 1,006 万円 △ 263 万円 △ 26.14％

10 　温泉事業特別会計 4,073 万円 3,719 万円 354 万円 9.53％

11 　恩賜県有財産保護　　　　　　　　管理事業特別会計 248 万円 250 万円 △ 2 万円 △ 0.92％

12 　市川財産区特別会計 224 万円 224 万円 0 万円 0.0％

13 　高田財産区特別会計 72 万円 72 万円 0 万円 0.0％

14 　大同財産区特別会計 322 万円 319 万円 3 万円 0.66％

15 　歌舞伎文化公園管理特別会計 2,792 万円 2,308 万円 484 万円 20.98％

16 　後期高齢者医療特別会計 2 億 2,731 万円 2 億 2,673 万円 58 万円 0.26％

合計 178 億 1,881 万円 153 億 3,181 万円 24 億 8,700 万円 16.22％

平成 30 年度 市川三郷町一般会計予算・特別会計予算の状況
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●○●　事業別予算一覧表　●○●

Ⅰ誇れるまち
32億7,970.2万円１．ふるさとを愛するまちづくり

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

学校教育の充実

4億7,299.8万円

小学校費 1億5,127.6万円 学校教育

Ｐ１７中学校費 1億996.0万円 学校教育

学校図書館資料管理システム導入事業 409.0万円 学校教育

外国人通訳支援員配置事業 48.0万円 学校教育

Ｐ１８スクールバスの運行等 920.1万円 学校教育

峡南地区中学校体育大会及び
県大会等選手派遣費

402.2万円 学校教育

地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業 73.9万円 学校教育

Ｐ１９私立幼稚園就園奨励費補助金 155.8万円 学校教育

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 32.0万円 総務施設

Ｐ２０
旧三珠町スクールバス車庫解体事業 188.0万円 総務施設

大塚小学校渡り廊下改修事業 119.0万円 総務施設

『ことばの森』教室 23.3万円 生涯学習

学校給食センター運営事業 1億6,238.8万円 給食センター Ｐ２１

生涯学習・
スポーツの充実
28億670.4万円

学校法人日本体育大学交流事業 20.5万円 ふるさと納税
Ｐ２１

市川三郷町生涯学習センターの整備 26億8,806.4万円 施設建設

放課後子どもプラン推進事業 165.4万円 生涯学習

Ｐ２２生涯学習講座 32.0万円 生涯学習

公民館管理事業 2,946.1万円 生涯学習

八乙女自治公民館建設事業 5,085.1万円 生涯学習

Ｐ２３高田地区公民館エアコン設置事業 51.9万円 生涯学習

市川三郷町立図書館事業 2,822.2万円 町立図書館

ブックスタート事業 14.4万円 町立図書館

Ｐ２４セカンドブック事業 17.3万円 町立図書館

スポーツ教室などの開催 54.0万円 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

Ｐ２５スポーツ団体への支援 605.4万円 生涯スポーツ

スポーツ研修会・講習会への参加 26.7万円 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 Ｐ２６
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●○●　事業別予算一覧表　●○●

３．文化や歴史を守るまちづくり 1,015.5万円３．文化や歴史を守るまちづくり

15億2,530.9万円２．子育てしやすいまちづくり

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

文化・芸術の振興

648.1万円

歌舞伎鑑賞助成事業 37.9万円 観　　光

Ｐ３６歌舞伎文化公園文化活動費 79.9万円 観　　光

芸術文化団体・事業への支援 530.3万円 学術文化

地域・伝統の継承

367.4万円

文化財の調査と保護 308.9万円 学術文化

Ｐ３７手漉き和紙継承事業 58.5万円 商　　工

地場産業お仕事体験 計上なし 商　　工

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

結婚・

出産支援の充実

1,056.6万円

不妊治療費助成事業 200.0万円 子育て支援
Ｐ２６

母子健康手帳の交付とカンガルー学級事業 31.8万円 子育て支援

産後ケア事業 36.1万円 子育て支援

Ｐ２７妊産婦乳幼児等健康診査助成事業 778.7万円 子育て支援

婚活支援事業 10.0万円 企　　画

子ども・育て

環境の充実

15億1,474.3万円

多子世帯子育て支援事業 58.0万円 子育て支援

Ｐ２８子育て祝い金支給事業 200.0万円 子育て支援

地域子ども子育て支援事業 211.4万円 子育て支援

子育て支援医療費助成事業 6,547.3万円 子育て支援
Ｐ２９

ひとり親家庭医療費助成事業 1,147.0万円 子育て支援

児童手当支給事業 2億347.9万円 子育て支援

Ｐ３０児童館事業 335.6万円 子育て支援

地域子育て支援センター事業 461.2万円 子育て支援

放課後児童健全育成事業 3,856.0万円 子育て支援
Ｐ３１

乳幼児健康診査事業 258.0万円 子育て支援

予防接種事業 2,091.3万円 子育て支援

Ｐ３２自立支援医療費（育成医療）給付事業 82.7万円 子育て支援

養育医療費給付事業 75.8万円 子育て支援

保育の実施及び保育所地域活動事業 4億4,937.6万円 保　　育 Ｐ３３

病後児保育事業 258.3万円 保　　育

Ｐ３４保育の利用者負担軽減制度 735.7万円 保　　育

園児給食費無償化事業 182.4万円 保　　育

新園舎整備事業費 6億7,377.1万円 施設建設

Ｐ３５保育所移転事業 151.0万円 施設建設

保育所園舎除却事業 2,160.0万円 施設建設
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●○●　事業別予算一覧表　●○●

29億129.8万円４．人にやさしいまちづくり

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

介護・

高齢者福祉の充実

24億642.1万円

長寿・医療費給付金事業 2,989.3万円 国保年金

Ｐ３８補装具購入費サポート事業 30.9万円 国保年金

百歳の祝い事業 1,070.0万円 福　　祉

米寿の祝い事業 19.0万円 福　　祉

Ｐ３９
寝たきり老人等介護慰労金支給事業 314.0万円 福　　祉

救急医療情報キット配布事業 0.8万円 福　　祉

敬老会運営費の助成 533.7万円 福　　祉

老人クラブへの助成など 499.2万円 福　　祉

Ｐ４０老人福祉施設措置事業（老人ホーム入所への助成） 3,967.1万円 福　　祉

シルバー人材センターへの助成 468.1万円 福　　祉

シルバーハウジング生活援助員派遣事業 146.9万円 福　　祉

Ｐ４１家族介護用品の支給事業 61.4万円 介　　護

訪問理容・美容サービス事業 1.4万円 介　　護

緊急通報体制等整備事業（ふれあいペンダント） 249.2万円 介　　護

Ｐ４２外出支援サービス事業 100.3万円 介　　護

介護保険事業 21億3,012.7万円 介　　護

社会福祉法人等による利用者負担軽減事業 152.7万円 介　　護

Ｐ４３高齢者生きがい活動支援通所事業 1,132.8万円 介　　護

配食サービス事業 1,182.4万円 介　　護

軽度生活援助事業 152.1万円 介　　護

Ｐ４４生活支援体制整備事業 17.6万円 包括支援

認知症施策推進事業 39.0万円 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

5,814.4万円 包括支援

Ｐ４５
在宅医療・介護連携推進事業 382.0万円 包括支援

一般介護予防事業（介護予防教室） 36.1万円 包括支援

徘徊ＳＯＳネットワーク事業 8.7万円 包括支援

Ｐ４６認知症サポーター等養成事業 11.5万円 包括支援

介護者・男性介護者のつどい 18.6万円 包括支援

成年後見制度利用支援事業 74.9万円 包括支援

Ｐ４７
地域包括支援センター運営事業

（地域支援事業分事業）
4,317.4万円 包括支援

介護予防支援計画作成（予防ケアプラン） 499.4万円 包括支援

訪問看護事業 3,338.5万円 福祉支援課 Ｐ４８

障がい者

福祉の充実

4億9487.7万円

障害者自立支援拠点整備事業 1,225.0万円 福　　祉
Ｐ４８

重度心身障害者医療費助成事業 9,251.6万円 福　　祉

重度心身障害者往診交通費助成事業 18.0万円 福　　祉

Ｐ４９手話施策推進事業 241.3万円 福　　祉

中級手話奉仕員養成講習事業 30.5万円 福　　祉
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●○●　事業別予算一覧表　●○●

Ⅱ賑わうまち
2億6,760.1万円１．交流するまちづくり

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

障がい者

福祉の充実

4億9,487.7万円

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

Ｐ５０
自立支援医療（更生医療）の助成 1,285.4万円 福　　祉

自立支援給付 3億4,681.1万円 福　　祉

地域生活支援事業 1,602.6万円 福　　祉

Ｐ５１補装具費の給付 370.2万円 福　　祉

心身障害児者一時養護サービス事業 46.2万円 福　　祉

介助用自動車購入等助成事業 40.0万円 福　　祉

Ｐ５２

心身障害児者福祉手当給付事業 40.8万円 福　　祉

重度心身障害者等
福祉タクシー利用料金助成事業

559.0万円 福　　祉

重度心身障害児ほほえみ応援金支給事業 81.0万円 福　　祉

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

8,992.0万円

ふるさと大使事業 91.2万円 ふるさと納税

Ｐ５５
特別住民票発行事業 計上なし ふるさと納税

「神明の花火大会」町花火打上げ委託料 600.0万円 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 556.4万円 観　　光

Ｐ５６文化と武道の館管理 450.8万円 観　　光

温泉事業 4,073.3万円 観　　光

ふるさと会館等公園管理 2,267.8万円 観　　光

Ｐ５７文化資料館・ぼたん園等管理 444.1万円 観　　光

歌舞伎文化公園案内板改修事業 71.0万円 観　　光

観光施設内トイレ洋式化改修事業 371.4万円 観　　光 Ｐ５８

交流拠点の整備
5,636.1万円

町道宮原一本松広場線整備事業 4,800.0万円 公共土木
Ｐ５８

三珠総合福祉センター空調設備改修工事 836.1万円 三珠支所

国際交流・姉妹都市
交流の推進
168.0万円

市川三郷町国際交流協会運営補助 75.0万円 総務施設
Ｐ５９

姉妹町交流事業 93.0万円 観光・企画

情報発信の強化

1億1,964.0万円

呼ぼうプロジェクトＰＲ事業 計上なし 企　　画 Ｐ５９

「いちかわみさと議会だより」の発行 119.0万円 議会事務局

Ｐ６０

広報「いちかわみさと」の発行・
電子ブック化

201.0万円 広聴広報

「知ってほしい、まちの予算」の発行 3.3万円 広聴広報

やまなし市町村インフォメーション企画 54.0万円 広聴広報

町ＰＲ事業 50.6万円 広聴広報

Ｐ６１町ＨＰサーバ及びＣＭＳ保守 72.4万円 広聴広報

基幹統計調査事業 115.8万円 企　　画
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●○●　事業別予算一覧表　●○●

２．活力あふれるまちづくり 2億5,362.3万円
中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

商工業の振興

3,987.2万円

買援隊活動促進事業 78.1万円 商　　工

Ｐ６３
印章購入費助成制度事業 30.0万円 商　　工

特産品事業拡大・雇用促進事業費補助事業 100.0万円 商　　工

地場産業会館管理 120.5万円 商　　工

製紙試験場管理運営 135.1万円 商　　工

Ｐ６４市川三郷町商工会運営費等補助金 1,100.0万円 商　　工

ふるさと納税特産品贈呈事業 2,377.5万円 ふるさと納税

お休みベンチイラスト作成 計上なし 商　　工

Ｐ６５地場産業体験＆特産品収穫ツアー 2.0万円 商　　工

印章資料館レイアウト改修 44.0万円 商　　工

農林業の振興

2億1,262.8万円

農業委員会交付金事業 315.0万円 農業委員会

Ｐ６６
農地利用最適化交付金 196.0万円 農業委員会

新規就農総合支援事業（次世代人材投資給付金） 150.0万円 農　　林

多面的機能支払制度事業 304.6万円 農　　林

経営所得安定対策推進事業 99.0万円 農　　林

Ｐ６７
中山間地域等直接支払制度推進事業 59.4万円 農　　林

環境保全型農業直接支払事業 19.5万円 農　　林

農地中間管理事業 10.0万円 農　　林

鳥獣害防除事業 115.2万円 農　　林

Ｐ６８
有害鳥獣の捕獲 75.0万円 農　　林

特定鳥獣保護管理事業 189.5万円 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

Ｐ６９
農業用施設等維持管理 1億3,144.4万円 農林土木

県営事業負担金 6,351.6万円 農林土木

林業施設等維持管理 136.5万円 農林土木

地域資源の
ブランド化
112.3万円

特産品認定マーク事業 計上なし 商　　工
Ｐ７０

地場産業・特産品ＰＲ事業 112.3万円 商　　工

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

情報発信の強化

1億1,964.0万円

情報システムの運用 3,804.5万円 情報化推進

Ｐ６２情報・ネットワークシステムの更新 6,630.7万円 情報化推進

総合行政ネットワーク 912.7万円 情報化推進
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●○●　事業別予算一覧表　●○●

３．移住・定住しやすいまちづくり 5,490.7万円

４．男女がともに活躍するまちづくり 15.9万円

Ⅲ安全・安心なまち
１．災害に強いまちづくり 1億8,724.2万円

２．健康に暮らせるまちづくり 22億9,627.4万円

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

移住・定住の促進

4,879.2万円

若者定住促進住宅補助金事業 814.0万円 企　　画 Ｐ７０

若者定住促進住宅分譲整備事業 2,200.0万円 都市計画

Ｐ７１
住宅リフォーム助成事業 280.0万円 住　　宅

町営・町有住宅維持管理事業 1,568.6万円 住　　宅

移住・交流対策事業 16.6万円 政策推進

空き家・
遊休農地の活用

611.5万円

空き家情報登録制度
「空き家バンク」事業

110.0万円 企　　画
Ｐ７２

空き家対策事業 501.5万円 住　　宅

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
15.9万円

男女共同参画推進事業 15.9万円 企　　画 Ｐ７２

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

防災意識の向上・
体制の充実

1億8,724.2万円

洪水ハザードマップ更新事業費 500.0万円 防災防犯

Ｐ７５
消防団員中型自動車免許取得支援事業 21.9万円 防災防犯

消防団活動協力員設置制度 32.4万円 防災防犯

消防団の充実強化 3,255.4万円 防災防犯

消防団情報伝達システム整備事業 77.9万円 防災防犯

Ｐ７６
消防団協力事業所表示制度 4.3万円 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

6,427.5万円 防災防犯

防災行政用無線システム維持運用 1,615.4万円 防災防犯

Ｐ７７
孤立集落情報収集体制の充実 200.9万円 防災防犯

ＩＣＴ街づくり推進事業 93.0万円 防災防犯

優良建築物整備事業 1,190.5万円 都市計画

六郷庁舎空調設備改修事業 5,305.0万円 六郷支所 Ｐ７８

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

地域医療の整備・推進
7,567.3万円

国民健康保険直営診療所運営事業 7,567.3万円 国保年金 Ｐ７８
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●○●　事業別予算一覧表　●○●

３．快適に暮らしやすいまちづくり 22億3,432.5万円

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

健康づくりの推進

22億2,060.1万円

国民健康保険事業 18億3,958.5万円 国保年金 Ｐ７８

後期高齢者医療事業 2億2,731.9万円 国保年金

Ｐ７９各種がん検診事業 3,118.4万円 健康増進

がん検診推進事業（無料クーポン券など） 77.9万円 健康増進

歯周病検診事業 53.6万円 健康増進

Ｐ８０人間ドック事業 406.1万円 健康増進

健康教室（貯筋教室、ヘルスアップ教室ほか） 175.5万円 健康増進

結核検診事業 409.5万円 健康増進

Ｐ８１訪問指導・健康相談事業 47.8万円 健康増進

高齢者インフルエンザ予防接種事業 1,079.2万円 健康増進

肺炎球菌ワクチン接種事業 247.1万円 健康増進

Ｐ８２
健康づくり対策事業 503.6万円 健康増進

健康増進計画・自殺対策計画策定 454.5万円 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 8,796.5万円 つむぎの湯

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

生活環境
（歩道や道路網を含む）

の整備

21億7,411.0万円

町道矢作上野線新設改良事業 1億8,160.0万円 公共土木

Ｐ８３
橋梁長寿命化修繕計画事業 2,050.0万円 公共土木

岩間地内歩道設置事業 100.0万円 公共土木

生活関連道路の整備事業 3,400.0万円 公共土木

町道の維持・管理事業 1,464.0万円 公共土木

Ｐ８４
河川の整備事業 1,920.0万円 公共土木

河川の維持・管理事業 561.0万円 公共土木

トンネル長寿命化修繕事業 450.0万円 公共土木

篭鼻川浦線整備事業 7,144.1万円 都市計画

Ｐ８５狭あい道路拡幅整備事業 772.0万円 都市計画

上水道事業の運営及び施設整備 2億7,160.2万円 上 水 道

簡易水道事業 2億4,475.8万円 簡易水道

Ｐ８６流域関連公共下水道事業 7億3,597.4万円 下 水 道

農業集落排水事業 3,508.2万円 下 水 道

戸別浄化槽整備推進事業 743.3万円 下 水 道

Ｐ８７
特定環境保全公共下水道事業 2億6,833.5万円 下 水 道

衛生巡視事業 282.8万円 環境衛生

公害対策事業 40.0万円 環境衛生

衛生（ごみ、し尿、火葬）事業 2億4,670.5万円 環境衛生
Ｐ８８

狂犬病予防及び犬猫保護対策事業 78.2万円 環境衛生
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●○●　事業別予算一覧表　●○●

４．自然と共生するまちづくり 2,199.3万円

Ⅳ繋がるまち
１．町民と行政が協働するまちづくり 8,706.4万円

２．地域住民が連携するまちづくり 90.5万円

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

交通安全・防犯対
策の推進

3,471.7万円

安全・安心対策の推進 3,173.1万円 防災防犯 Ｐ８８

交通安全対策の推進 251.4万円 防災防犯

Ｐ８９電話詐欺対策事業 47.2万円 防災防犯

公共交通の
維持・充実
2,549.8万円

コミュニティバス運行事業 1,917.9万円 防災防犯

市川大門駅乗車券類発売員職員設置事業 631.9万円 企　　画 Ｐ９０

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

1,548.9万円

農業振興地域整備計画の策定 計上なし 農　　林
Ｐ９０

都市計画基礎調査事業 223.3万円 都市計画

地籍調査事業 1,325.6万円 地籍調査

Ｐ９１自然環境・
景観の保全と活用

650.4万円

地球環境保全事業 10.0万円 環境衛生

登山道等整備事業 640.4万円 観　　光

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

3,394.9万円

各種選挙費用 2,682.5万円 庶　　務

Ｐ９５広島平和記念式典派遣事業 188.2万円 庶　　務

通知カード・マイナンバーカード関連事業 324.6万円 町　　民

戸籍・住民基本台帳登録などに関する事務 141.5万円 町　　民
Ｐ９６

人権啓発活動地方委託事業 58.1万円 町　　民

公共施設の
有効活用の推進

5,311.5万円

社会体育施設管理 2,633.6万円 生涯スポーツ Ｐ９６

ニードスポーツセンターの管理運営 2,677.9万円 健康増進 Ｐ９７

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

消費者行政の推進

90.5万円

消費生活相談員設置事業 64.5万円 商　　工
Ｐ９７

消費行政活性化基金事業 26.0万円 商　　工
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●○●　事業別予算一覧表　●○●

３．近隣市町村等と連携するまちづくり 3億8,711.1万円

４．将来を見据えたまちづくり 3,172.0万円

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

広域行政の推進

3億8,688.1万円

広域行政組合運営事業 3億6,974.0万円 企　　画

Ｐ９８ふるさと創生事業 850.0万円 企　　画

共通番号制度対応 864.1万円 情報化推進

民間等との連携や
協力体制の促進

23.0万円

市川三郷町ゆかりの会「りんどう」事業 13.0万円 秘　　書

Ｐ９９

ふるさと名物応援宣言認定事業 計上なし 商　　工

第１回市川三郷町・富士川町
フォトロゲイニング

10.0万円 商　　工

金曜どうでしょう～ 計上なし 商　　工

甲斐岩間朝市 計上なし 商　　工
Ｐ１００

産学官連携神明の花火提案事業 計上なし 商　　工

中分類 個別事業名（小分類） 事業費 担当係 ページ

健全な
財政基盤の確保
3,172.0万円

課税、納税の事務 3,172.0万円 税　　務 Ｐ１００

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


