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串本町実施計画策定の基本方針 

 

 

１．実施計画策定の目的 

  

この実施計画は、「串本町長期総合計画」の中で「基本計画」として掲げた諸施策及び「串

本町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づく諸施策を計画的・効果的に実施するため

に、事業内容や実施年度などを具体化し、計画期間における事業展開を明らかにするため

に策定するものです。 

 

２．実施計画の位置づけ 

  

実施計画は、町の総合計画（基本構想、基本計画、実施計画によって構成される）の中

で、次のとおり位置づけられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施計画は、基本計画に示した基本的方向・目標や施策展開に基づいて、計画期間に実

施する主要な事業を示す計画です。実施計画は、３ヵ年の具体的な施策事業の計画として

予算編成や事業実施の指針としての役割をもっています。 

 

１）第１次実施計画の計画期間は平成 29 年度から平成 31 年度までの３年間とし、事業量

や事業費を可能な限り年次別に明示し、主要な施策の道筋を明らかにします。 

２）今後３ヵ年の財政収支の予測を行い、計画事業の実現性を確保します。 

３）串本町まち・ひと・しごと創生総合戦略を強く推し進めることにより、地域経済を豊

 

 
基本構想 

（目標） 
  
基本計画 

(施策) 

 
  

実施計画 

(事業) 

 

 

基本構想は、住民と行政が共に協力しながら、総合的に

進めていく町づくりの指針となるべきものであり、概ね

10年後の串本町のあるべき姿を描いたものです。 

基本計画は、基本構想に基づいて進めていくべき

各分野における行政施策を明らかにしたもので、

計画期間を平成 28 年度から令和 2 年度までの５

年間としています。 
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かにし、人口の増加につなげていく必要があります。 

４）計画としての一貫性を保ちながら、社会経済情勢の変化に的確に対応するため、平成

31年度に第２次実施計画（令和 2～4年度）として改定を行います。 

 

３．実施計画の期間 

  

第１次実施計画の計画期間は平成 29年度（2017年度）から平成 31年度（2019年度）ま

での３年間です。基本構想及び基本計画の計画期間との相関関係は下図のとおりとなりま

す。 

 

H28                                                                        R7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

４．実施計画の対象とする事業 

  

 実施計画は、町の財政負担を伴う主要な事業を対象とします。ただし、財政負担を伴わ

ない事業の中でも、町づくりの推進姿勢を明らかにするために事業展開を示す必要がある

と考えられるものについては、計画の中へ盛り込むこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H28                              R2 

 

 
 

    H29               H31(R1)          R4 

基本構想 
《平成 28年度～令和 7年度：10年間》 

基本計画（前期） 
《平成 28年度～令和 2年度：５年間》 

 

基本計画（後期） 
《令和 3年度～令和 7年度：5年間》 

 

第１次実施計画 
《平成 29年度～平成 31年度》 

 

 

第２次実施計画 
《令和 2年度～令和 4年度》 

 

 

第３次実施計画 
《令和 4年度策定予定》 
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» 29 30 31 »事業年度

»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この章の見方 

・「第２次串本町長期総合計画」の「基本計画」に示された施策順に事業を掲載しています。 

・事業年度を次のように表しています。 

 

 

※○印のついている年度は事業を実施する年度です。また     は実施計画期間以

前から実施している事業、あるいは実施計画終了後も継続することを表しています。 

・担当課名は平成 29年度の名称で表示しています。 

・各事業の事業費では、平成 31年度については見込み額であり、実際の決算額とは必ずし

も一致しません。 

・「まち・ひと・しごと創生総合戦略」との関連性については、     の下段「総合戦

略での成果目標」及び「総合戦略での事業の位置づけ」に記載しています。 

・「達成状況」及び「達成度」については、平成 31 年度の終了見込みで評価し記入してい

ます。達成度評価については以下の基準としています。 

【成果目標達成度】 

0％・・・・ 目標達成に向けた検討を行うことができなかった。 

25％ ・・・ 目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった。 

50％ ・・・ 目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った。 

75％ ・・・ 目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件

により一部については達成できなかった。 

100％・・・ 目標通り達成できた。 

 

 

施策体系別計画 
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1

2

3

4

5

6

まち・ひと・しごと創生総合戦略上の主要対象項目

１．安全で安心な時代に合ったまちをつくる

①自然災害対策の充実

③地域交通網の充実

④ＩＣＴ基盤の整備促進

基本目標Ⅰ

災害に強いまちづくりの推進

生活の安心安全体制の充実

住宅環境の整備

地域交通網の充実

水道施設の整備

ＩＣＴ基盤の整備促進

基本目標Ⅰ

安全・安心のまち

5



あ

6



基本目標Ⅰ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

避難路整備数　113(H26)　→　185(H31)

１．安全で安心な時代にあったまちをつくる。 ①自然災害対策の充実

財
源
見
込

4,600 4,300 8,900

1,991 2,548 1,490 6,029

安全・安心のまち

災害に強いまちづくりの推進

事業年度 防災対策ハード面の充実

事　業　名 避難路整備事業

所　　　管 総務課

成果目標

　H31年度までに避難路整備数を185件とする。
（H28年度132件）

達成状況

H30年度までに141件の避難路を整備
R1年度で2件整備予定

達成度

5,420 4,544 1,490 11,454

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 12,011 11,392 2,980 26,383
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基本目標Ⅰ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円） ※()内は事業費のうち明許繰越分

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

１．安全で安心な時代にあったまちをつくる。 ①自然災害対策の充実

財
源
見
込

11,000 11,000

7,414 7,414

安全・安心のまち

災害に強いまちづくりの推進

事業年度 防災対策ハード面の充実

事　業　名 西向避難路整備事業

所　　　管 総務課

成果目標

　H29年度に用地購入を完了、避難路整備事業を実施する。

達成状況

H29年度に用地購入完了し、避難路整備工事も完了した。

達成度

10,933（3,710） 10,933（3,710）

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 29,348（10,204） 29,348（10,204）
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基本目標Ⅰ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円） ※()内は事業費のうち明許繰越分

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

１．安全で安心な時代にあったまちをつくる。 ①自然災害対策の充実

財
源
見
込

2,400（2,400） 2,400（2,400）

2,032（215） 899 8,800 11,731（215）

安全・安心のまち

災害に強いまちづくりの推進

事業年度 防災対策ハード面の充実

事　業　名 田並地区防災拠点施設整備事業

所　　　管 総務課

成果目標

　H30年度に用地購入を完了して避難路を整備、防災拠点施設事業を実施する。

達成状況

H30年度　用地購入完了
R1年度　避難路整備工事
R2年度　防災拠点施設設計及び工事予定

達成度

966（966） 8,800 9,766（966）

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 5,399（3,581） 899 17,600 23,898（3,581）
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基本目標Ⅰ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

１．安全で安心な時代に合ったまちをつくる ①自然災害対策の充実

2,302 24,330 1,204,602 1,231,234

財
源
見
込

1,168 21,330 14,102 36,600

1,190,500

安全・安心のまち

災害に強いまちづくりの推進

事業年度 防災対策ハード面の充実

事　業　名 公共施設（庁舎）高台移転

所　　　管 総務課

成果目標

　庁舎建設基本構想を基に、津波被害を受けない安全な高台への移転を行う。
H32年度竣工を目標とする。
　H30年度　基本設計・実施設計
　H31年度　用地取得

達成状況

R2年度末の竣工を目指し、計画通りの進捗となった。
　H30年度　基本設計
　R01年度　実施設計
　R01年度　用地取得
　R01年度　建築工事着工

達成度

明許繰越分745を含む

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
              達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計

事　業　費

1,190,500

1,134 3,000 4,134

概ね10年以内(～H36)
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基本目標Ⅰ

基本目標Ⅱ

1
4

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

安全・安心のまち

健やかで笑顔あふれるまち

災害に強い町づくりの推進

出産・子育て支援

事業年度 防災ハード面の充実/子育て環境支援

達成状況

　Ｈ33年度（Ｒ3年度）開園を目標に進めていたが、工事用道路造成関係により、目標開園年度を
1年間後年し、H31、R２年度、基本設計・実施設計を行い、R２年度、用地購入・造成工事、R3年
度から建築工事を行いR４年度中の開園を目標としている。

諸事情により、成果目標の進捗より1年遅れてはいるが、開園に向け事業スケジュールは進めて
いる。

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

事　業　名 認定こども園新設事業

所　　　管 こども未来課

成果目標

　H30,31年度、基本設計・実施設計
　H32年度、用地購入・建築、H33年度中開園を目標としているが、用地や道路の進捗状況によ
り、時期の見直しが必要となる可能性がある。

財
源
内
訳

7,257 7,257

２．若い世代に優しいまちをつくる ②出産・子育て・教育支援

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 - 7,257 7,257

指　　標 改訂

認定こども園の高台移転（概ね10年以内） H29年12月

１．.安全で安心な時代に合ったまちをつくる ①自然災害対策の充実

11



基本目標Ⅰ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

50%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

10,000 10,000

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 300 8,290 15,070 23,660

所　　　管 産業課

成果目標

　ため池の改修　東谷池　H31完成
　ため池の廃止　大船池、岩淵大池(H31：)　H32完了

達成状況

【ため池改修】
　東谷池・・・H31(R1)完成予定。
　　　　　　　　(県営事業負担金H29：300千円、H30：8,290千円、H31：2,370千円)
【ため池廃止】
　大船池　・・・H31(R1)事業中でH32(R2)には完了予定。
　　　　　　　　（事業費12,700千円）
　岩淵大池･･･地元地権者との協議がつかず事業実施日未定。(未達成)

安全・安心のまち

災害に強いまちづくりの推進

事業年度 防災対策ハード面の充実

事　業　名 農村地域防災減災事業

財
源
見
込

300 8,290 5,070 13,660

指　　標 改訂

１．安全で安心な時代にあったまちをつくる ①自然災害対策の充実

12



基本目標Ⅰ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

大規模防災訓練実施　2回実施／年

１．安全で安心な時代にあったまちをつくる。 ①自然災害対策の充実

財
源
見
込

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 － － － －

所　　　管 総務課

成果目標

　年間2回実施する。

達成状況

H29年度　3回実施
H30年度　2回実施
R1年度　 2回実施予定

安全・安心のまち

災害に強いまちづくりの推進

事業年度 防災対策ソフト面の充実

事　業　名 大規模防災訓練の実施

13



基本目標Ⅰ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 － － － －

所　　　管 総務課

成果目標

　年間20回以上開催

達成状況

H29年度　55回
H30年度　26回
R1年度　  20回（予定）

安全・安心のまち

災害に強いまちづくりの推進

事業年度 防災対策ソフト面の充実

事　業　名 防災出前講座事業

財
源
見
込

指　　標 改訂

出前講座「地震・津波に備えて」　20回以上開催／年

１．安全で安心な時代にあったまちをつくる。 ①自然災害対策の充実
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基本目標Ⅰ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 2,238 21,772 2,640 26,650

所　　　管 総務課

成果目標

　普及率70％を目標とする。

達成状況

R1年8月31日現在　70.96％

安全・安心のまち

災害に強いまちづくりの推進

事業年度 防災対策ソフト面の充実

事　業　名 防災行政無線同報系戸別受信機普及推進事業

財
源
見
込

2,238 21,772 2,640 26,650

指　　標 改訂

普及率　70％（5年以内） 平成29年12月

１．安全で安心な時代にあったまちをつくる。 ①自然災害対策の充実
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基本目標Ⅰ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

43 208 191 442

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 86 513 382 981

所　　　管 総務課

成果目標

　取付実績を1,000世帯（H31年）とする。

達成状況

H31年3月31日現在　1,020世帯取付完了

安全・安心のまち

災害に強いまちづくりの推進

事業年度 防災対策ソフト面の充実

事　業　名 家具転倒防止器具取付事業

財
源
見
込

43 305 191 539

指　　標 改訂

家具転倒防止器具取付実績　930世帯(H26)　→　1,000世帯(H31)

１．安全で安心な時代にあったまちをつくる。 ①自然災害対策の充実
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基本目標Ⅰ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

1,501 5,067 7,440 14,008

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 3,003 10,135 14,880 28,018

所　　　管 総務課

成果目標

　年間12件実施（H30年度以降は10件）　H31年度までに116件とする。
（H28年度14件実施　合計84件）

達成状況

H29年度　撤去　14件
H30年度　撤去　61件
R1年度　撤去　55件（予定）

合計　148件

安全・安心のまち

災害に強いまちづくりの推進

事業年度 防災対策ソフト面の充実

事　業　名 ブロック塀等撤去改善補助事業

財
源
見
込

1,502 5,068 7,440 14,010

指　　標 改訂

１．安全で安心な時代にあったまちをつくる。 ①自然災害対策の充実
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基本目標Ⅰ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 － － － －

所　　　管 総務課

成果目標

　組織率を100％とする。

達成状況

H31年3月31日現在　組織率（規約なし含む）　100％

安全・安心のまち

災害に強いまちづくりの推進

事業年度 防災対策ソフト面の充実

事　業　名 自主防災組織活動支援事業

財
源
見
込

指　　標 改訂

組織率　98.11％(H26)　→　100％(H31)

１．安全で安心な時代にあったまちをつくる。 ①自然災害対策の充実
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基本目標Ⅰ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 - - - -

所　　　管 総務課

成果目標

　防災拠点となる公共施設の耐震化　100％

達成状況

H31年3月31日現在　47件中　42件完了　89.3％

安全・安心のまち

災害に強いまちづくりの推進

事業年度 耐震診断及び耐震改修の強化

事　業　名 公共建築物耐震診断及び耐震改修事業

財
源
見
込

指　　標 改訂

防災拠点となる公共建物の耐震化　100％（5年以内）

１．安全で安心な時代にあったまちをつくる。 ①自然災害対策の充実
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基本目標Ⅰ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

50%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

495 330 495 1,320

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 660 440 660 1,760

所　　　管 総務課

成果目標

　年間20戸以上を目標とする。

達成状況

H29年度　15件
H30年度　10件
R1年度    15件（予定）

安全・安心のまち

災害に強いまちづくりの推進

事業年度 耐震診断及び耐震改修の強化

事　業　名 一般住宅耐震診断補助事業

財
源
見
込

165 110 165 440

指　　標 改訂

耐震診断　20戸以上／年 H29年12月

１．安全で安心な時代にあったまちをつくる。 ①自然災害対策の充実
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基本目標Ⅰ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

50%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

2,499 2,499

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 - - 3,498 3,498

所　　　管 総務課

成果目標

　耐震改修　3戸以上/年（H31年度以降は　6戸以上/年）

達成状況

H29年度　0件
H30年度　0件
R1年度    3件（予定）

安全・安心のまち

災害に強いまちづくりの推進

事業年度 耐震診断及び耐震改修の強化

事　業　名 一般住宅耐震改修補助事業

財
源
見
込

999 999

指　　標 改訂

耐震改修　3戸以上／年 H29年12月

１．安全で安心な時代にあったまちをつくる。 ①自然災害対策の充実
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基本目標Ⅰ

2

» 29 30 31 »

●事業の内容

50%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

財
源
内
訳
:

60,586 32,030 5,237 97,853

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 60,586 32,030 5,237 97,853

指　　標 改訂

１．安全で安心な時代に合ったまちをつくる ①自然災害対策の充実

安全・安心のまち

生活の安心安全体制の充実

事業年度 消防施設･設備の充実

事　業　名 消防施設整備事業

所　　　管 消防本部

成果目標

　H29年度　消防ポンプ自動車2台、軽積載車１台
　H30年度　消防ポンプ自動車1台、小型動力ポンプ2基、小型動力ポンプ軽積載車2台
　　　　　　　 消防普通積載車1台、潜水隊用資機材一式
　Ｈ31年度　消防本部指令車1台、小型動力ポンプ2基、小型動力ポンプ軽積載車1台
　　　　　　　 消防ポンプ自動車1台、小型動力ポンプ普通積載車1台

達成状況

    H29年度は目標どおり予算も確保でき１００％達成することができました。H30年度は小型動力
ポンプの１基、小型動力ポンプ軽積載車１台の更新配備はできませんでしたが、他の車両、資機
材は配備できましたので、おおむねの達成で７５％と考えます。H31年度については町財政との
協議の結果、目標と大きく変更となり、小型動力ポンプ軽積載車1台のみ更新配備の結果となり
２０％程度の達成度となった。
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基本目標Ⅰ

2

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 2,313 12,442 13,122 27,877

所　　　管 消防本部

成果目標

　効果、効率的な防火対策のため、全町的な適正配置･整備に努める。
　年間5基程度

達成状況

   ３年間の結果は耐震防火水槽が２基、消火栓の１基を新設。防火水槽については既存の４０ｔ
防火水槽が漏水が酷く、改修できなかったことから、H30年度に耐震性の６０ｔ防火水槽を同場所
に整備した。あと１基は人口が増加している地域に同じく耐震性６０ｔ防火水槽を今年度予算で整
備する予定。消火栓についてはH30年度に住宅の建設が進む地域で、消防水利がない状況下
だったので整備を行った。
   その他の防火水槽・消火栓の改修等工事はH29年度は9カ所、30年度は3カ所、31年度は3カ
所整備した。

安全・安心のまち

生活の安心安全体制の充実

事業年度 消防施設･設備の充実

事　業　名 消防水利整備事業

財
源
内
訳

2,313 12,442 13,122 27,877

指　　標 改訂

１．安全で安心な時代に合ったまちをつくる ①自然災害対策の充実
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基本目標Ⅰ

2

» 29 30 31 »

●事業の内容

50%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 5,729 3,075 9,981 18,785

所　　　管 消防本部

成果目標

　効果、効率的な地域防災力維持のため、消防団員の増員を図り、全町的な適正配置に努め、
髙い事業効果を得る。
　女性消防団員　16名（H31年度までに）

達成状況

    女性消防団員の現員数は10名と目標値に達していない状況。成果目標に向け募集用ポス
ターの作成、リーフレット等を事業所に配布並びに、町広報紙に掲載し消防団の入団に向け普及
活動を実施したが増員できず。
　　第１次実施計画のH29年度現在の団員７名と比べてみると３名の増員となっている。今後も引
き続き取り組みを実施し加入促進を図る。

安全・安心のまち

生活の安心安全体制の充実

事業年度 消防組織体制の充実

事　業　名 消防団活性化事業

財
源
内
訳

5,729 3,075 9,981 18,785

指　　標 改訂

女性消防団員　10名（H26）　→　16名（H31）

１．.安全で安心な時代に合ったまちをつくる ①自然災害対策の充実
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基本目標Ⅰ

2

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 4,500 4,500 2,200 11,200

所　　　管 建設課

成果目標

　交通安全施設整備の促進
　H31年度までに交通安全施設の整備を実施。
　防護柵整備　L=140ｍ
　道路反射鏡整備　N=15基
　道路区画線整備　L=900ｍ

達成状況

整備を計画的に行った。

                             　H29　　　　　　H30　　　　　　H31
　防護柵整備　　　　　L=140ｍ　　　L=72m　　　　L=197m
　道路反射鏡整備　　N=15基　　　 N=22基　　　  N=8基
　道路区画線整備　　L=673ｍ　　 L=1,451ｍ     L=5,050m

安全・安心のまち

生活の安心安全体制の充実

事業年度 交通安全対策の推進

事　業　名 交通安全対策整備事業

財
源
内
訳

4,500 4,500 2,000 11,000

指　　標 改訂

こ
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基本目標Ⅰ

2

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 1,012 947 1,126 3,085

所　　　管 総務課

成果目標

　交通事故の件数について、対前年数値の減少を目標にして事業を展開していくとともに、警察
と連携を密にしながら、啓発活動を行う。

達成状況

　四季の交通安全啓発運動時において、交通安全運動期間初日の啓発活動以外に県・警察と
連携し、主に高齢者・若年層を対象に自動車・自転車乗車中の安全な通行に関する啓発活動を
行った。

【串本警察署管内　交通事故件数】
　（H28年）　63件
　（H29年）　42件
　（H30年）　36件

安全・安心のまち

生活の安心安全体制の充実

事業年度 交通安全対策の推進

事　業　名 交通安全運動啓発事業

財
源
見
込

1,012 947 1,126 3,085

指　　標 改訂
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基本目標Ⅰ

2

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 352 510 500 1,362

所　　　管 総務課

成果目標

　年間設置個数　11件

達成状況

H29年度　12件
H30年度　20件
R1年度    11件（予定）

安全・安心のまち

生活の安心安全体制の充実

事業年度 防犯対策の推進

事　業　名 防犯灯設置・修繕補助事業

財
源
見
込

352 510 500 1,362

指　　標 改訂
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基本目標Ⅰ

3

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

93,829 47,927 54,619 196,375

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 159,590 108,455 68,210 336,255

所　　　管 総務課

成果目標

　計画的な事業実施を行う。
　建替　：（H29）前地町営住宅建替事業
　耐震化：（H29）大島田代団地
　改善　：（H30）西向団地外壁改善（H30）大浦団地屋上防水（H30）S53前地改良団地外壁改善
　　（H31）S56前地団地外壁改善
　廃止　：（H29）尾ノ浦団地1棟取壊し（H30）大島引揚住宅解体工事

達成状況

　建替：前地町営住宅建替事業
　　　（H29）前地南団地（4棟8戸）…建築工事を実施。住宅建築は完了。
　　　（H29）道路拡幅（町道2路線）…測量設計、家屋調査を実施
　　　（H30）道路拡幅（町道2路線）…旧住宅の解体工事を実施、民地（家屋補償あり）を取得。
　　　（R1）道路拡幅（町道2路線）…拡幅工事を実施
　耐震化：（H29）大島田代団地…耐震改修工事を実施
　改善：（H30）西向団地外壁改善（7棟14戸）…うち4棟を実施
　　　　　（R1）西向団地外壁改善（7棟14戸）…うち3棟を実施。西向団地は完了。
　　　　　（H30）大浦団地屋上防水…未実施
　　　　　（H30）S53前地改良団地外壁改善…未実施
　　　　　（R1）S56前地団地外壁改善…未実施
　廃止：（H29）尾ノ浦団地1棟取壊し…解体工事を実施
　　　　　（H30）大島引揚住宅解体工事…解体工事を実施
　　　　　（H30）旧二色公営住宅…解体工事を実施（計画外）

安全・安心のまち

住宅環境の整備

事業年度 公営住宅整備の促進

事　業　名 公営住宅の建替事業及び長寿命化事業

財
源
見
込

50,400 36,500 13,500 100,400

15,361 24,028 91 39,480

指　　標 改訂

１．安全で安心な時代に合ったまちをつくる ①自然災害対策の充実
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基本目標Ⅰ

3

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 - - 12,870 12,870

所　　　管 総務課

成果目標

　住宅は安全性を考慮し、入居者には安心感をもって居住してもらう。
木造平屋4戸を建設する。

達成状況

　紀勢自動車道建設に伴い、立ち退きとなる有田大山団地（Ｈ21年度建設）について、移転先とし
て近隣への新たな住戸建設を検討していたが、対象入居者と話し合いを行い、現住宅の空き住
戸に転居いただく方向で進めることとした。
　対象入居者には、R1年12月中に転居いただき、R2年1～3月で対象住戸を取り壊す計画として
いる。

安全・安心のまち

住宅環境の整備

事業年度 公営住宅整備の促進

事　業　名 有田大山住宅建替事業

財
源
見
込

12,870 12,870

指　　標 改訂

１．安全で安心な時代にあったまちをつくる ①自然災害対策の充実
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基本目標Ⅰ

3

» 29 30 31 »

●事業の内容

50%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

３．串本町へ新しい人の流れをつくる ①U・Iターン串本暮らしの推進

財
源
内
訳

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 - - - -

所　　　管 住民課

成果目標

　特定空き家所有者への指導・助言等の実施
　Uターン・Iターン者の定住促進事業として空き家の利活用を検討する。

達成状況

　H29年度　特定空き家所有者への指導・助言等の実施　1件（指導→勧告）

安心・安全のまち

住宅環境の整備

事業年度 空き家等対策の推進

事　業　名 空き家情報の収集
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基本目標Ⅰ

3

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 - - - -

所　　　管 産業課

成果目標

　空き家の利活用　　空き家バンクへの登録　10件／年間

達成状況

【実績】
　Ｈ29：10件
　Ｈ30：7件
　Ｈ31：2件

合計：19件

安全・安心のまち

住宅環境の整備

事業年度 空き家等対策の推進

事　業　名 空き家利活用の推進事業

財
源
内
訳

指　　標 改訂

３．串本町へ新しい人の流れをつくる ①U・Iターン串本暮らしの推進
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基本目標Ⅰ

4

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

利用者数12万人／年を維持 H29年12月

１．安全で安心な時代に合ったまちをつくる ③地域交通網の充実

財
源
見
込

45,067 43,316 46,794 135,177

達成度

2,324 3,986 3,390 9,700

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 47,391 47,302 50,184 144,877

所　　　管 企画課

成果目標

　住民の意見を伺いながら安全で使い勝手のよいコミュニティバス運行に取り組む。H28年度の
利用者数の実績（120,933人）から今後、利用者数12万人/年を継続したい。また、町内観光地を
つなぐ路線も検討する。

達成状況

　H29　118,637人(98.9％)、H30  119,739人(99.8％)、H31見込　115,386人(96.2％)
　人口が毎年400人弱ずつ減少していく中で、3ヶ年の平均として目標の98.3％を達成。
R1年の7～8月にかけて町内17カ所で住民との意見交換会を実施し、そこで頂いた意見をもとに
利便性が向上できるようR３年度を目途として時刻表等を変更予定。
　また、町内観光地をつなぐ路線については、和歌山県と産業課を中心としてR1.7月から導入
済。

安全・安心のまち

地域交通網の充実

事業年度 交通手段の維持と利便性向上

事　業　名 コミュニティバス運行事業
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基本目標Ⅰ

4

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

財
源
見
込

205 205 205 615

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 205 205 205 615

所　　　管 企画課

成果目標

　JRの利用促進の啓発に努め、運行本数や快適性向上などの要望を行う。

達成状況

　利用促進については、毎年、広報くしもと10月号にＪＲ利用の記事を掲載するとともに、役場職
員の田辺市以北への1人出張については、電車を利用するよう啓発を実施。
　要望活動についても、毎年10月～12月にＪＲ西日本和歌山支社に対して、運行本数や快適性
向上などの要望を実施しています。
　また、紀の国トレイナート事業についても、毎年8月～10月頃に実施している同事業に対して、
補助金を交付し、利用促進に係る取組を推進した。

安全・安心のまち

地域交通網の充実

事業年度 交通手段の維持と利便性向上

事　業　名 ＪＲ利用促進啓発事業

33



基本目標Ⅰ

4

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

69,300 160,000 215,274 444,574

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 138,600 320,000 430,548 889,148

所　　　管 建設課

成果目標

　道路を新設することにより、インターチェンジの利便性を向上し、観光をはじめとする地場産業・
経済の成長基盤の強化を目指す。
　H31年度に工事を完成させる。

達成状況

R1年度完成予定

安全・安心のまち

地域交通網の充実

事業年度 道路網の整備促進

事　業　名 サンゴ台中央線新設事業

財
源
見
込

69,300 160,000 215,274 444,574

指　　標 改訂

町道サンゴ台中央線新設事業　完成(H31) H29年12月

１．安全で安心な時代に合ったまちをつくる ①自然災害対策の充実
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基本目標Ⅰ

4

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 25,761 38,195 - 63,956

所　　　管 建設課

成果目標

　高速道路については、通常、完成は事業化から10年と言われているが、町としても県と併せて
近畿自動車道紀南高速事務所を設立し、H30年度までに用地買収を完了する。

達成状況

　用地買収を順次行い、工事を早期着手するよう進めている。

  H29年4月1日　紀南高速事務所を設置
  H30年度は用地買収82％の進捗
　H30年度4月に新規事業化となった、串本太地道路も併せて進捗を図っていく。

安全・安心のまち

地域交通網の充実

事業年度 道路網の整備促進

事　業　名 高速道路推進事業

財
源
内
訳

25,761 38,195 63,956

指　　標 改訂

１．安全で安心な時代に合ったまちをつくる ③地域交通網の充実
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基本目標Ⅰ

4

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

41,900 14,590 75,152 131,642

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 70,343 23,900 122,000 216,243

所　　　管 建設課

成果目標

　橋梁長寿命化修繕計画に基づき、計画的に点検、修繕設計、修繕工事を実施する。
H31年度までに113橋の点検を実施。

達成状況

　橋梁点検を実施し計画的に工事を進めている。

  H29年度　　　194橋の点検終了　2橋の修繕工事を実施
　H30年度　　　　1橋の架替工事を実施
　H31年度　　　　4橋の修繕工事を実施

安全・安心のまち

地域交通網の充実

事業年度 道路網の整備促進

事　業　名 長寿命化修繕事業（橋梁道路構造物）

財
源
内
訳

28,443 9,310 46,848 84,601

指　　標 改訂

１．安全で安心な時代に合ったまちをつくる ①自然災害対策の充実
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基本目標Ⅰ

4

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

50,070 113,085 221,527 384,682

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
              達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 66,760 150,780 295,370 512,910

所　　　管 建設課

成果目標

　これまで事業化された串本－和深地区間の高速道路建設に係る用地取得業務の効率を図るため、想定
ルートの調査を推進してきたが、今後は近い将来事業化が予想される古座方面の高速道路想定ルートの調
査を推進する必要がある。ただし、予算確保と担当職員数の状況により、各年度の事業量について変更も
視野にいれることを検討する。
　計画期間中は、宅地及び山林・農耕地の調査を予定しているが、土地所有者の高齢化が進むに伴い筆界
の位置を把握している人が減少傾向にあることや、相続登記がされていないケースや、土地所有者及び相
続権者が外国籍を取得している人もいることから、相続人調査に時間を要する事が想定される。
　このことから効率的な調査方法を探求する必要がある。
H31年度までに3地区（7.7ｋ㎡）の調査を完了させる。

達成状況

　串本-和深地区間の高速道路建設に係る想定ルートの調査については、H30年度において、すべて完了し
た。
　H30年度に事業化された串本-田原間の高速道路想定ルートの調査について、その調査地区の全地区を
H31年度に着手した。R2年度に事業完了予定となっている。
　H29～31年度において、12地区（9.41k㎡）の調査を完了予定。

安全・安心のまち

地域交通網の充実

事業年度 道路網の整備促進

事　業　名 地籍調査事業

財
源
内
訳

16,690 37,695 73,843 128,228

指　　標 改訂
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基本目標Ⅰ

5

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

有収率　70.11％(H26)　→　85.00％(H31)

１．安全で安心な時代にあったまちをつくる ①自然災害対策の充実

財
源
見
込

19,777 7,990 27,767

達成度

3,984 2,254 6,238

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 23,761 10,244 - 34,005

所　　　管 水道課

成果目標

　老朽管の更新については、年間一定の工事量を確保し、計画的に耐用年数を経過した管路の
更新に取り組む。この事業実施にあわせて、有収率の向上に努め、H31年度末までに、85％台に
達するよう取り組んでいく。

達成状況

・老朽管の更新について
　老朽管更新については改修工事を実施した。改修実績については、H28年度 老朽塩ビ管　L＝
270ｍ　525ｍ　H29年度　石綿管　L＝300ｍ、老朽塩ビ管　Ｌ＝525ｍ　H30年度　老朽塩ビ管　Ｌ
＝150ｍを耐久性、耐震性に優れた配水用ポリエチレン管に更新。

・有収率について
　漏水調査業務を民間に委託。漏水調査結果に基づき、早急な修理業務に努めたが、水道業務
の増加による修理等の遅れにより、H28年度　76.57％　H29年度　74.96％　H30年度　74.25％と
有収率は低下した。

※事業費は、改修工事費のみの計上とした。

安全・安心のまち

水道施設の設備

事業年度 水道施設の維持更新

事　業　名 水道老朽管更新事業
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基本目標Ⅰ

5

» 29 30 31 »

●事業の内容

25%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

財
源
見
込

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 - - - -

所　　　管 水道課

成果目標

　単年度収支の赤字継続、内部留保資金の減少、水道施設改修に伴う費用等が見込まれる状
況から、老朽管更新及び資産維持費を見込んだ総括原価を適正に試算する中で水道料金を見
直す。

達成状況

内部留保資金が約７億円があり、現段階では水道料金の見直しは必要ないものと考えている。

安全・安心のまち

水道施設の設備

事業年度 経営の健全化

事　業　名 水道料金の適正化
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基本目標Ⅰ

5

» 29 30 31 »

●事業の内容

50%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

有収率　70.11％(H26)　→　85.00％(H31)　

１．安全で安心な時代に合ったまちをつくる ①自然災害対策の充実

財
源
見
込

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 - - - -

所　　　管 水道課

成果目標

　H27年度末には71％であった有収率を、H29年度末までに80％台を目指す。

【経費の削減】
　動力費及び薬品費の経費を約5％削減を目指す。

達成状況

・有収率について
　漏水調査業務を民間に委託。漏水調査結果に基づき、早急な修理業務に努めたが、水道業務
の増加による修理等の遅れにより、H28年度　76.57％　H29年度　74.96％　H30年度　74.25％と
有収率は低下した。

・経費の削減について
　有収率の低下により、当初目標としていた経費の削減については達成できなかったが、契約内
容や作業期間の見直しにより、会計は黒字化できた。

安全・安心のまち

水道施設の設備

事業年度 経営の健全化

事　業　名 有収率向上による経費の削減
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基本目標Ⅰ

6

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 - - 91 91

所　　　管 産業課

成果目標

　3箇所（3年間累計）

達成状況

　H29年10月3日、環境省により潮風の休憩所へWifiを設置。

　R1年度中に橋杭海水浴場管理棟にWifiを設置する予定。
当初は電柱から空中を通して橋杭海水浴場管理棟に引き込む予定であったが、台風の影響や
景観を考慮して、配管を地面に沿わせるやり方で引き込むこととなった。
国立公園内であるので、環境省との折衝も必要となり、10月24日現在完了していない。

　外部団体の検証では、橋杭海水浴場管理棟へWifi設置が完了すれば、概ねめぼしい観光地に
はWifiが設置されたこととなるので、Wifi整備を一つの区切りとしてよいのではないかという意見
があった。

安全・安心のまち

ＩＣＴ基盤の整備促進

事業年度 情報通信基盤の整備促進

事　業　名 観光地・公共施設等へのWi-Fi整備

財
源
内
訳

91 91

指　　標 改訂

観光地、公共施設等へのWi-Fi整備　7ヵ所（5年間累計） H29年12月

１．安全で安心な時代にあったまちをつくる ④ＩＣＴ基盤の整備推進
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基本目標Ⅰ

6

» 29 30 31 »

●事業の内容

50%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

6ヵ所(H26) 　→ 　2ヵ所(H31) H29年12月

１．安全で安心な時代にあったまちをつくる ④ＩＣＴ基盤の整備推進

財
源
見
込

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 - - - -

所　　　管 企画課

成果目標

　不感地区をH31年度までに2ヵ所とする。

達成状況

　串本町まち・ひと・しごと創生総合戦略において、H29年度に数値目標を2ヵ所に上方修正。具
体的に携帯電話キャリア(NTTドコモ)担当者と協議実施。しかし、目標である2ヵ所には到達でき
なかった。
　串本町としては、町単独での伝送路整備及びアンテナ設置は、費用対効果等を考慮すると困
難であると判断しており、引き続き携帯電話キャリアに対して設置要望を行っていく。

安全・安心のまち

ＩＣＴ基盤の整備促進

事業年度 情報通信基盤の整備促進

事　業　名 携帯電話等不感地区減少活動
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基本目標Ⅰ

6

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

小中学校ICT更新　100％／5年以内（H31迄に）

１．安全で安心な時代にあったまちをつくる ④ICT基盤の整備推進

財
源
見
込

5,511 19,865 28,056 53,432

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 5,511 19,865 28,056 53,432

所　　　管 教育課

成果目標

　H29年度において、校務用パソコン143台を更新する。
　来年度以降、教育用パソコン220台併せて教育用ソフトウェアを更新していく。

達成状況

　H29年度に校務用パソコン174台（小107台・中67台）及びソフトウェア、セキュリティシステム等
を更新、H30年度に教育用パソコン（タブレット）256台（小170台・中86台）及びソフトウェア、セ
キュリティシステム等を更新した。

安全・安心のまち

ICT基盤の整備促進

事業年度 ＩＣＴ教育の推進

事　業　名 教育施設の老朽化PC・ソフトウェアの更新事業
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基本目標Ⅰ

6

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

講習会支援等　10回　(5年間累計)

１．安全で安心な時代に合ったまちをつくる ④ＩＣＴ基盤の整備推進

財
源
見
込

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 － － － －

所　　　管 教育課

成果目標

　2回／年　以上開催

達成状況

スマートフォン教室（基礎編・応用編）とドローン体験学習会を実施。
各年度定員24名中24名参加。
H29年度2回 48人、H30年度2回48人、H31年度3回60人（ドローン体験学習会１回追加実施を含
む）。
各教室とも毎年定員に達し目標は達成できた。

安全・安心のまち

ＩＣＴ基盤の整備促進

事業年度 ＩＣＴ教育の推進

事　業　名 ＩＣＴ講習会等知識・能力習得支援事業
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基本目標Ⅰ

6

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

１．.安全で安心な時代にあったまちをつくる ④ＩＣＴ基盤の整備推進

財
源
見
込

928,800 518,400 523,200 1,970,400

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 928,800 518,400 523,200 1,970,400

所　　　管 企画課

成果目標

　各種行政サービスの電子申請化の構築

達成状況

　マイナポータルを利用した子育てワンストップサービスを導入し、子育て分野での行政サービス
の電子申請化を図ることができた。しかし、子育て分野以外での電子申請化を図ることができな
かった。

安全・安心のまち

ＩＣＴ基盤の整備促進

事業年度 情報発信体制の整備

事　業　名 行政サービスの情報化推進事業
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46



1

2

3

4

まち・ひと・しごと創生総合戦略上の主要対象項目

基本目標Ⅱ

１．安全で安心な時代に合ったまちをつくる

地域医療・保健・福祉の充実

高齢化社会への対応

出会い・結婚支援

出産・子育て支援

②出産・子育て・教育支援
２．若い世代に優しいまちをつくる

②地域医療・福祉の充実

⑥高齢化社会への対応

①出会い・結婚支援

基本目標Ⅱ

健やかで笑顔あふれるまち
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基本目標Ⅱ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

健やかで笑顔あふれるまち

地域医療・保健・福祉の充実

事業年度 保健・医療の充実

事　業　名 医療機器等整備事業

所　　　管 くしもと町立病院

成果目標

　医療機器の購入費用が多額となることで、財源となる企業債の発行額、元利償還金が増大し、
財政を圧迫する要因となるため、費用を抑制する必要がある。新改革プランの収支計画における
医療機器の更新費用は、医療機器の取得価格約10億円、更新期間を耐用年数を超える10年と
して、毎年度1億円で計上している。更新費用については1億円を下回る額とし、使用期間は10年
以上で更新することを目標とする。

達成状況

　改革プランにおける医療機器更新費用を下回ることができた。使用期間はほとんどの医療機器
で10年を経過しており、20年以上経過した機器も使用している状況である。

　　　　　　　　   　医療機器購入費　　改革プラン計画値　　（単位：千円）
H29年度   　　     　  363,461　　　　　　　382,164
H30年度                    9,702　　　　　　　100,000
R1年度(見込)            46,000　　　　　　　100,000

達成度

40,886 2,696 2,750 46,332

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 363,461 9,702 46,000 419,163

財
源
見
込

1,988 503 25 2,516

320,587 6,503 43,225 370,315

指　　標 改訂

１．安全で安心な時代に合ったまちをつくる ②地域医療・保健・福祉の充実
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基本目標Ⅱ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

健やかで笑顔あふれるまち

地域医療・保健・福祉の充実

事業年度 保健・医療の充実

事　業　名 修学資金貸付事業

所　　　管 くしもと町立病院

成果目標

　貸付制度の活用促進を図り、毎年度1名以上に対し貸付金を貸与する。

達成状況

　毎年度1名以上に貸付を実施した。現在3名に対して貸与中。

　　　　　　　　   　　貸与人数　　（単位：人）
H29年度　　         　 　2
H30年度                   1
R1年度(見込)            3

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 500 200 1,800 2,500

財
源
見
込

500 200 1,800 2,500

指　　標 改訂

１．安全で安心な時代に合ったまちをつくる ②地域医療・保健・福祉の充実

50



基本目標Ⅱ

1

2

» 29 30 31 »

●事業の内容

50%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

高齢化社会への対応

事業年度 保健・医療の充実/高齢者の生活支援

所　　　管 くしもと町立病院・福祉課

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

健やかで笑顔あふれるまち

地域医療・保健・福祉の充実

達成状況

　毎年度1,000件以上の実施は達成できなかったが、H31年4月より訪問看護室の看護師を増員
し、件数は増加傾向にある。

　　　　　　　　   　　　件数　　（単位：人）
H29年度                653
H30年度                600
R1年度(見込)         764

事　業　名 訪問看護事業（地域包括ケアシステムの構築）

成果目標

　毎年度1,000件以上の訪問看護・訪問リハビリを実施する。

⑥高齢化社会への対応

32,777 76,275

9,487 10,338 11,150

6,730 7,334 7,902 21,966

財
源
見
込

指　　標 改訂

30,975

18,253 25,245

1.安全で安心な時代に合ったまちをつくる ②地域医療・保健・福祉の充実

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 34,470 42,917 51,829 129,216
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基本目標Ⅱ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

50%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

１．安全で安心な時代に合ったまちをつくる ②地域医療・保健・福祉の充実

財
源
内
訳

指　　標 改訂

受診者数　　1,161人(H26)　→　1,700人(H31) H29年12月

7,564 9,097 12,789 29,450

9,658 13,256 15,576 38,490

事　業　費 17,222 22,353 28,365 67,940

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度(見込) 計

達成度

健やかで笑顔あふれるまち

地域医療・保健・福祉の充実

所　　　管 福祉課

達成状況

（特定健診受診率）
H29　受診者数1214人（受診率28％）
H30　受診者数1378人（受診率33.5％）
H31　受診者数　906人（受診率14.7％） R1年10月21日現在

受診率はH30で上昇しているが、いまだ1,700人には至っていない。
健診率向上のための取組として、集団健診実施後、健診未受診者に対して、電話やハガキで受
診勧奨を実施。住民課より、未受診者対策として、受診勧奨のためのハガキを送付。国保連合会
の電話勧奨事業を利用し、未受診者に対して家電で受診勧奨を行った。

＊受診人数を目標に入れると、国保加入者が年々減少する中で、経年的に比較ができにくいた
め、次期計画以降、目標は受診率に変更することとする。

事業年度 保健・医療の充実

事　業　名 特定健診事業

　国保担当課（住民課）と連携し、特定健診受診者数の目標を1,700人（H31年度）とし、生活習慣
病を予防する。

成果目標
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基本目標Ⅱ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

１．安全で安心な時代に合ったまちをつくる ②地域医療・保健・福祉の充実

財
源
内
訳

916 1,162 1,317 3,395

健やかで笑顔あふれるまち

地域医療・保健・福祉の充実

事業年度 保健・医療の充実

事　業　名 健康増進事業

所　　　管 福祉課

成果目標

・健康相談、健康教育事業を通して健康増進に関する正しい知識の普及・啓発を図り、町民自ら
が健康増進に努められるように支援する。
・健康管理システム活用による、相談、教育等の事務効率化を図る。

達成状況

・健康相談は毎月1回保健センターにて実施。40歳以上女性の希望者に骨密度測定（超音波法）
を実施。
・健康教室は各サロン・老人会からの要請により実施。
・健康教育は健康増進に関する講演会を実施。
【健康相談開催数・利用者数（延べ人数）】
H29年度　11回　37人　骨密度測定　6回　12人
H30年度　12回　40人　骨密度測定　3回　  5人
H31年度　  6回　17人　骨密度測定　2回　  7人（R1年10月1日現在）
【健康教室開催数・利用者数（延べ人数）】
H29年度　10回　216人
H30年度　  7回　149人
H31年度　  6回　  92人（R1年10月1日現在）
【健康教育参加者数】
H29年度　男性セミナー（前立腺がん）　29人　　キューピー講演会　25人
H30年度　糖尿病性腎症講演会　41人　　睡眠公開講座　48人
H31年度　骨粗しょう症予防講座　66人
・各事業実施回数や利用人数を健康管理システムを活用し、管理している。

達成度

1,101 1,327 1,224 3,652

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 2,017 2,489 2,541 7,047
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基本目標Ⅱ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

がん検診全体受診者率　　13.1％(H26)　→　18.1％(H31)

１．安全で安心な時代に合ったまちをつくる ②地域医療・保健・福祉の充実

財
源
内
訳

20,923 19,875 16,920 57,718

健やかで笑顔あふれるまち

地域医療・保健・福祉の充実

事業年度 保健・医療の充実

事　業　名 がん検診事業

所　　　管 福祉課

成果目標

・健康管理システム活用による各検診の事務効率化を図るとともに、がん検診全体受診者率の目
標を18.1%（H31年度）とする。

達成状況

　国の指針に基づき、胃がん検診はH30年度より、受診年齢を40歳以上から50歳以上に、受診間
隔を毎年から隔年に変更。また子宮頸がん検診、乳がん検診はH31年度より、受診間隔を毎年か
ら隔年に変更したため、がん検診全体受診率を算定しても、前年度と比較対象とならないが、各
がん検診単位でみると、若干受診率は伸びている。
【がん検診受診率】
胃がん検診　　　：H29年度　11.1％　H30年度　3.5％
大腸がん検診　 ：H29年度　17.2％　H30年度　18.6％
肺がん検診　　　：H29年度　16.3％　H30年度　17.5％
子宮頸がん検診：H29年度　14.2％　H30年度　15.4％
乳がん検診　　　：H29年度　12.9％　H30年度　14.7％
　受診率向上のため、毎回集団検診実施後、検診未受診者に対して、電話やハガキで受診勧奨
を実施。また、集団検診全日程終了後、キャンセルや個別への変更などの連絡が取れなかった
方へ、個別受診券を送付し、受診勧奨を実施。子宮頸がん、乳がんは県平均と比べて低いため、
子宮頸は20歳・25歳、乳がんは40歳を対象に個別受診券を送付し、受診勧奨を実施。

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 20,923 19,875 16,920 57,718
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基本目標Ⅱ

1
4

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

50,000 130,816

指　　標 改訂

高齢者インフルエンザ接種率　　56.6％(H26)　→　61.9％(H31)

事　業　名 予防接種事業

成果目標

・接種対象者が各予防接種の対象年齢中に確実に接種を受けられるようにする。
・接種対象者が接種期間内に受けられるよう十分な接種機会を設け、保護者に対し予防接種に関
する知識の普及、乳幼児健診での声掛けや個別通知、電話などで接種勧奨を行う。
・病院での１か月健診時に、母子に対し予防接種に関する情報を提供し、スムーズに予防接種を受
けていけるよう支援する。
・高齢者インフルエンザ予防接種率が60％を下回らないようにする。
・風しん予防接種について、特に抗体化の低い対象者に対する費用助成事業をPRし、接種勧奨を
実施する。

健やかで笑顔あふれるまち

地域医療・保健・福祉の充実

出産・子育て支援

事業年度 保健・医療の充実/各種相談・教室・健診等体制の充実

所　　　管 福祉課

達成状況

 　接種対象者が定期接種の対象年齢内に接種を受けられるよう、適切な時期に個別通知を実施。
未接種者に対しても適宜確認し、乳幼児健診等の機会をつうじて声かけをしたりハガキや電話等に
よる接種勧奨を実施。（1か月健診における小児科訪問については、予防接種における問い合わせ
が激減してきていることからH31年度より未実施）
　風しん予防接種費用助成事業については、妊娠届出時などに妊婦の夫等を対象に情報提供し、
産後の赤ちゃん訪問時に妊婦健診で風しん抗体価が低かった方に対して適宜接種勧奨を行った。
＜H30年度各予防接種接種率＞　※複数回あるものは平均を計上
　・BCG・・・92.5％　・小児肺炎球菌・・・100.4％　・ヒブ・・・101.6％　・四種混合・・・109.5％
　・B型肝炎・・・108.1％　・MR1期・・・86.9％　・MR2期・・・95.1％　・水痘・・・90％
　・日本脳炎1期・・・72.8％　・日本脳炎2期・・・75.5％　・二種混合・・・90.8％
　・高齢者インフルエンザ・・・53.7％　・高齢者肺炎球菌・・・37.7％
　乳幼児期の予防接種については概ね90%台、学童期では70％以上に到達。　高齢者予防接種で
は広報等に内容を掲載し周知しているが例年程度の接種率で推移。

20 126 20 166

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
              達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

達成度

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 41,728 39,088

２．若い世代に優しいまちをつくる ②出産・子育て・教育支援

財
源
内
訳

38,962 49,980 130,65041,708

１．安全で安心な時代に合ったまちをつくる ②地域医療・保健・福祉の充実

ＢＣＧ接種率　98％(H26)　→　100％(H31)
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基本目標Ⅱ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

財
源
内
訳

1,559,639 1,559,639

770,937 740,056 735,995 2,246,988

健やかで笑顔あふれる町

地域医療・保健・福祉の充実

事業年度 保健・医療の充実

事　業　名 国民健康保険運営事業

所　　　管 住民課・税務課

成果目標

①特定健診の受診率向上　②国新財源（保険者努力支援）の確保　③税収納率の維持

①毎年度、前年度以上
②-1（新制度は点数制であるため）毎年度、獲得点数が前年度以上
　 -2（毎年内容が見直されるため）毎年度、新規条件を達成
③現状維持

達成状況

①H29年度受診率は減少したものの、特にH30年度は未受診者勧奨事業に力を入れる
ことで、受診率が大きく向上しており、受診率30％以上を達成できた。
　H28年度31.0％、H29年度　28.0％、H30年度　33.5％（速報値）

②県内市町村の取り組み内容を共有することで、新規条件についても概ね達成すること
ができ、毎年の獲得点数は増加している。
ただし、逆に全国平均点数が急増したため、交付額はそこまで伸びなかった。
　H29年度分　202点、　 H30年度分　276点、　H31年度分　617点

③現年度収納率は毎年前年度を上回る収納率で推移している。
　H28年度　95.31%、　H29年度　96.06%、　H30年度　96.25％

達成度

773,766 1,821,360 1,836,339 4,431,465

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 3,104,342 2,561,416 2,572,334 8,238,092
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基本目標Ⅱ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

1251地域生活支援事業３１，９１７千円
●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

１．安全で安心な時代に合ったまちをつくる ②地域医療・保健・福祉の充実

財
源
内
訳

14,630 14,881 14,881 44,392

健やかで笑顔あふれるまち

地域医療・保健・福祉の充実

事業年度 障害者福祉の充実

事　業　名 地域生活支援事業

所　　　管 福祉課

成果目標

　障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず住民が相互に人格と
個性を尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与する。

達成状況

【対象者】
　・障害者総合支援法、児童福祉法に規定する者
【地域生活支援事業】
　・相談支援事業　　　　　　　　　　　　　　　　・地域活動支援センター事業
　・成年後見人制度利用支援事業　 　　　　・身体障害者自動車改造費助成事業
　・意思疎通支援事業　　　　　　　　　　　　　・巡回支援専門員整備事業
　・日常生活用具給付事業
　・移動支援事業
　・手話奉仕員養成研修事業
  ・日中一時支援事業

達成度

14,061 13,488 13,775 41,324

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 28,691 28,369 28,656 85,716
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基本目標Ⅱ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

１．安全で安心な時代に合ったまちをつくる ③地域交通網の充実

財
源
内
訳

550 500 550 1,600

59 33 50 142

健やかで笑顔あふれるまち

地域医療・保健・福祉の充実

事業年度 障害者福祉の充実

事　業　名 福祉タクシー事業

所　　　管 福祉課

成果目標

　高齢者の障害者手帳申請が増加しているため、今後とも対象者が増加していくことが考えられ
る。これまでどおり重度心身障害者（児）の生活行動範囲の拡大及び社会参加の促進のため、
本事業を継続していくことが必要である。

達成状況

　障害をお持ちで、タクシーを外出の手段として利用される方にとっては、有益なサービスとなっ
ていると考えられる。しかし、手帳交付時に対象者に対して案内活動等を行っているが、福祉タク
シー利用券の発行数については、若干減少傾向である。また、例年、利用率は約30％ほどであ
る。福祉タクシーの周知をさらに広めるとともに、実際にタクシーを利用される方の概数を把握す
る必要があると考えられる。

〔福祉タクシー券　発行数〕　　　　　　　　　　　　　　　〔福祉タクシー券　利用人数〕
H29年度　445件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H29年度　133人
H30年度　437件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H30年度　132人
H31年度　396件(R1年10月15日現在）　　　　  　　  H31年度　　91人（R1年10月15日現在）

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度(見込) 計
事　業　費 609 533 600 1,742
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基本目標Ⅱ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

財
源
内
訳

129,203 138,893 140,416 408,512

達成度

387,610 416,679 421,245 1,225,534

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
              達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 516,813 555,572 561,661 1,634,046

所　　　管 福祉課

成果目標

・障害者等の地域生活への移行を進める観点から、福祉施設入所者又は新たな入所希望者につ
いて、相談支援事業所等と連携を図り、自立訓練事業等の障害福祉サービスを活用し、地域生活
に向けての検討を行い、グループホーム又は一般住宅等への移行を推進することで施設入所者
数の減少を図り、より多くの障害者の自立支援を目指す。
・発達がゆっくりな子ども達が、通園等の障害福祉サービスを通じ、集団生活の中での人とのかか
わりあいなど基本的な生活習慣の確立、社会的に自立することを目指す。

達成状況

　施設入所者については（H28年度413件、H29年度451件、H30年度466件、H31年度234件（R1.年9
月末現在））と増加傾向にあり、入所者の減少を行う事はできなかった。
しかし就労継続支援については(H28年度712件、H29年度818件、H30年度852件、H31年度430件
（R1年9月末現在））と増加してきており、一般就労とまではいけていないものの、それぞれの適正
に応じた就労先での就労が進んできており自立支援に向けて。

　また、発達がゆっくりな子ども達のための児童発達支援については（H28年度187件、H29年度
204件、H30年度204件、H31年度103件（R1年9月末現在））だが、放課後等デイサービスの利用に
ついては（H28年度152件、H29年度137件、H30年度191件、H31年度85件（R1年9月末現在））と増
加し集団生活の中においての居場所作りや社会生活の自立に向けて周知等を行った結果がで
た。

健やかで笑顔あふれるまち

地域医療・保健・福祉の充実

事業年度 障害者福祉の充実

事　業　名 障害者自立支援給付事業
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基本目標Ⅱ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

郵便料59千円、身体年金10,140千円、心身年金1,896千円

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

　 改訂

２．若い世代に優しいまちをつくる ②出産・子育て・教育支援

財
源
内
訳

1,894 1,756 1,475 5,125

9,600 9,500 9,400 28,500

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
              達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度(見込) 計
事　業　費 11,494 11,256 10,875 33,625

所　　　管 福祉課

成果目標

　障害者及び障害児の生活安定を図る上で必要な事業であるため、今後も継続して実施していく
必要がある。

達成状況

　支給該当者数においては、転出・死亡・障害非該当等により若干減少しているが、円滑に支給事業を進められている。
また、福祉年金などにおいては、手帳交付時に随時案内し、所得超過等で支給非該当となる場合でも、台帳登録を行い
毎回確認できるようにするなど、利用案内に努めている。
（H31年度より、「身体障害者等福祉年金」「心身障害児福祉年金」を併せ、「心身障害児（者）福祉年金」を施行。）

〔福祉年金実績〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔奨学金実績〕
H29年度　　前期分333件　後期分334件　　　　　　　　　H29年度　　前期分16件　後期分16件
H30年度　　前期分331件　後期分336件　　　　　　　　　H30年度　　前期分15件　後期分15件
H31年度　　前期分365件　（内　者322件　児43件）   　H31年度　　前期分13件

〔福祉手当実績〕
H29年度　　前期分3件　後期分2件
H30年度　　前期分2件　後期分1件
H31年度　　前期分1件

健やかで笑顔あふれるまち

地域医療・保健・福祉の充実

事業年度 障害者福祉の充実

事　業　名 心身障害児（者）福祉年金等支給事業
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基本目標Ⅱ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費概算（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

財
源
内
訳

24,000 24,000 24,000 72,000

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 24,000 24,000 24,000 72,000

所　　　管 福祉課

成果目標

　利用者のニーズにあった福祉サービスの提供など、同協議会が果たす役割は非常に大きく、
毎年応分の助成が必要である。

達成状況

　補助金要望額を精査し、毎年24,000千円を支出しているが、社会福祉協議会では、地域福祉
事業を行うにあたり、補助金額では賄えないため、介護保険事業から繰入れをしている。介護報
酬の減額等により地域福祉事業への繰入れが困難な状況になってきており、補助金の増額がな
いかぎり地域福祉事業の実施及び社会福祉協議会の存続も危惧される状況になりつつあるた
め、補助金増額の要望がある。

健やかで笑顔あふれるまち

地域医療・保健・福祉の充実

事業年度 地域福祉の充実

事　業　名 串本町社会福祉協議会助成事業
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基本目標Ⅱ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

財
源
内
訳

743 1,205 1,392 3,340

達成度

4,630 4,568 4,381 13,579

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 5,373 5,773 5,773 16,919

所　　　管 福祉課

成果目標

　地域住民の利益や権利を守り、地域福祉の増進を図るため、常に住民の立場に立った活動が一
層求められている。また、組織的、計画的な活動の実践とともに、個人情報やプライバシー保護に
十分配慮しながら相談・支援活動を行っている。
　よって、串本町民生委員児童委員協議会が地域福祉の増進に果たす役割は大きいことから、毎
年応分の助成を行うことが必要である。

達成状況

　H29年度では3名、H30年度では4名、一斉改選のR1年度では、7名の欠員となっている。地元区
長に依頼したが、地区内になり手がない状態である。現在、活動に支障はきたしていないが、地区
割り等、見直しを検討していく必要がある。

健やかで笑顔あふれるまち

地域医療・保健・福祉の充実

事業年度 地域福祉の充実

事　業　名 民生委員児童委員協議会助成事業
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基本目標Ⅱ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

財
源
内
訳

1,404 2,748 4,152

達成度

622 622

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
              達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 1,404 3,370 4,774

所　　　管 福祉課

成果目標

・H29　　策定委員会の開催、町民アンケート調査の実施、庁内関係課等ヒアリング調査
・H30　　関係団体等インタビュー調査、ワークショップの開催、計画書の印刷製本

達成状況

H30年度に計画策定済み。

健やかで笑顔あふれるまち

地域医療・保健・福祉の充実

事業年度 地域福祉の充実

事　業　名 地域福祉計画策定事業
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基本目標Ⅱ

2

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源
その他

（利用者負
担）

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

１．安全で安心な時代に合ったまちをつくる ⑥高齢化社会への対応

財
源
内
訳

6,874 6,750 6,818 20,442

40,826 40,130 40,341 121,297

達成度

9,394 9,226 9,318 27,938

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度（見込み） 計
事　業　費 57,094 56,106 56,477 169,677

所　　　管 福祉課

成果目標

　老人一人暮らし、老人のみの世帯又はそれに準ずる世帯に属する高齢者及び身体障害者等に
ついて、配食サービスによる食生活の援助及び安否確認、寝具類の洗濯乾燥消毒サービスによ
る衛生管理等による、在宅での生活を支援するものである。
　高齢者が住み慣れた地域で安心した生活が続けられるよう、今後も本事業を継続していく必要
がある。

達成状況

　配食サービスについては、在宅高齢者に対する食生活の支援及び安否確認の手段としてニー
ズが高く、適確なサービスの実施がなされている。
　寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業及び生活管理指導短期宿泊事業（ショートステイ）について
は、実績なし。
【配食サービス利用者数（延べ人数）】
H29年度　3,285人
H30年度　3,199人
H31年度　3,190人（見込み）

【配食数】
H29年度　81,334食
H30年度　79,873食
H31年度　80,682食（見込み）

健やかで笑顔あふれるまち

高齢化社会への対応

事業年度 高齢者の生活支援

事　業　名 介護予防・地域支え合い事業

64



基本目標Ⅱ

2

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

１．安全で安心な時代に合ったまちをつくる ⑥高齢化社会への対応

財
源
内
訳

1,789 1,698 1,843 5,330

達成度

893 893 893 2,679

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
              達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 2,682 2,591 2,736 8,009

所　　　管 福祉課

成果目標

　田子地区～和深地区の65歳以上の元気老人の在宅福祉サーヒ゛スを行う施設として、串本町社
会福祉協議会との連携を強化し、地域住民の積極的な参加により、月平均利用者14人～15人を
目指す。

達成状況

月平均利用者は、H29年度13.2人、H30年度13.7人となり目標の14人～15人は若干達成できな
かった。

健やかで笑顔あふれるまち

高齢化社会への対応

事業年度 高齢者の生活支援

事　業　名 隣保館デイサービス事業
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基本目標Ⅱ

2

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

介護保険事業計画　　3年毎見直し実施

１．安全で安心な時代に合ったまちをつくる ⑥高齢化社会への対応

財
源
内
訳

3,047 2,035 5,082

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 3,047 - 2,035 5,082

所　　　管 福祉課

成果目標

　老人福祉法及び介護保険法の規定により、介護保険給付の円滑な実施のため、3年を1期とす
る「串本町第8次高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画（H30年度～H32年度）」を策定する。

達成状況

○「串本町第8次高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画（H30年度～H32年度）」は計画通り
   H29年度中に策定できた。
　　【策定委員】14名（学識経験者1名、保健医療経験者3名、福祉関係者6名、被保険者代表者
                    3名、費用負担者1名）
　　【策定委員会】4回（①9月7日、②12月11日、③2月8日、④3月6日）

○時期計画（R3年度～R5年）策定に向けてのニーズ調査を行った。

健やかで笑顔あふれるまち

高齢化社会への対応

事業年度 高齢者の生活支援

事　業　名 介護保険事業計画策定事業
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基本目標Ⅱ

2

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

シルバー人材センター就業延べ人員　　7,600人以上（H31） H29年12月

１．安全で安心な時代に合ったまちをつくる ⑥高齢化社会への対応

財
源
内
訳

1,800 1,800 1,800 5,400

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
              達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 1,800 1,800 1,800 5,400

所　　　管 福祉課

成果目標

　串本町シルバー人材センターは、H18年2月設立後、事務局体制も整備され、安定化の兆しが見
られるが、今後、更に事業活動内容を精査し、組織の強化、経営の安定化が求められることから、
それまでの間、応分の助成を行っていくことが必要である。

達成状況

　就労述べ人数が、H29年度8,544人（112.4%）、H30年度9,725人（128.0%）となり、数値目標は達成
できた。

健やかで笑顔あふれるまち

高齢化社会への対応

事業年度 高齢者の活躍場所の拡大支援

事　業　名 串本町シルバー人材センター助成事業
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基本目標Ⅱ

基本目標Ⅲ

2
2

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

４．安定した雇用をつくる ①観光振興による地域経済活性化

１．安全で安心な時代にあったまちをつくる ⑥高齢化社会への対応

２．串本町へ新しい人の流れをつくる ③地域資源を活かした交流の推進

指　　標 改訂

生涯スポーツ大会　3回開催／年

成果目標

【H28年度実績】
　本州最南端グラウンド・ゴル大会参加者1,135名
　サン・ナンタン串本ゲートボール大会157人
　本州最南端寿野球大会12チーム
前年度の参加者・チーム数を上回ることを目標とする。

達成状況

事　業　名 各種高齢者スポーツ大会事業　

所　　　管 教育課

○本州最南端グラウンド・ゴルフ大会H29延776人（宿泊166人）、H30延676人（宿泊138人）、H31
延800人（見込）（宿泊150人）
○本州最南端寿野球大会H29:16チーム（宿泊60人）、H30：15チーム（宿泊78人）、H31:12チーム
（宿泊70人見込）
○サン・ナンタンゲートボール大会H29：207人（宿泊141人）、H30：178人（宿泊113人）、H31：170
人（宿泊110人見込）
　本州最南端グラウンド・ゴルフ交歓大会については、広報不足の面もあり参加者が減少した。3
大会について、関係団体と連携して実施することができた。（Ｈ30本州最南端寿野球について
は、雨天のため前夜祭のみの実施となった。）今後は、新規団体への案内等新獲得等に努めて
いきたい。

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 1,980 1,980 2,490 6,450

財
源
見
込

健やかで笑顔あふれるまち

郷土愛あふれる教育のまち

事業年度

高齢化社会への対応

生涯教育・スポーツの推進

高齢者の活躍場所の拡大支援／スポーツ活動の支援

1,980 1,980 2,490 6,450
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基本目標Ⅱ

2

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

2,483 16,172

３．串本町へ新しい人の流れをつくる ③地域資源を活かした交流の推進

558 1,883 7,453 9,894

407 407

財
源
内
訳

指　　標 改訂

スポーツ大会の誘致及び開催　15回以上（5年間累計）

600 8,312

⑥高齢化社会への対応

8,912

１．安全で安心な時代に合ったまちをつくる

19,213

所　　　管 福祉課

成果目標

・H29年9月9日～9月12日に開催される「ねんりんピック秋田2017」を、視察・調査する。
・H30年度の市町村実行委員会の立ち上げに向けて準備を進める。

達成状況

H29年9月8日～12日　ねんりんピック秋田2017視察
H29年12月20日～23日　ねんりんピック秋田2017事業概要説明会出席
H30年5月9日　ねんりんピック紀の国わかやま２０１９串本町実行委員会設立総会・第1回総会開催
H30年11月2日～6日　ねんりんピック富山2018視察
H30年11月29日　ねんりんピック紀の国わかやま２０１９串本町実行委員会第１回常任委員会開催
H31年1月27日　ねんりんピック紀の国わかやま２０１９リハーサル大会開催
H31年1月30日～2月1日　ねんりんピック富山2018事業概要説明会出席
H31年3月26日　ねんりんピック紀の国わかやま２０１９串本町実行委員会第2回常任委員会開催
R1年5月17日　ねんりんピック紀の国わかやま２０１９串本町実行委員会第2回総会開催
R1年11月9日～12日　ねんりんピック紀の国わかやま２０１９開催
　　　　　　　　　　　　　　　　※串本町ではサッカー交流大会を開催、全16試合、延べ20チームが来町、
　　　　　　　　　　　　　　　　　 町内宿泊者数は延べ631名の予定

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
              達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度（見込み） 計
事　業　費 558

健やかで笑顔あふれるまち

高齢化社会への対応

事業年度 高齢者の活躍場所の拡大支援

事　業　名 全国健康福祉祭（ねんりんピック）和歌山大会開催準備事業
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基本目標Ⅱ

2

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

１．安全で安心な時代に合ったまちをつくる ⑥高齢化社会への対応

財
源
内
訳

832 850 865 2,547

達成度

1,137 1,161 1,180 3,478

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度（見込み） 計
事　業　費 1,969 2,011 2,045 6,025

所　　　管 福祉課

成果目標

　本事業を通じ、一人暮らしにおける不安を払拭し、安心して日々の生活が送れることに寄与する
ため、今後も継続して実施することが必要である。

達成状況

　H28年7月から事業運営を大阪ガスセキュリティサービス株式会社に業務委託しており、機器の
設置、電池交換、故障対応及び撤去作業がスムーズに実施できている。

【実績】
H29年度　新規登録23件　　利用廃止16件
H30年度　新規登録24件　　利用廃止21件
H31年度　新規登録 9件　　利用廃止11件　※R1年9月末時点

R1年9月末時点の登録件数　101件

健やかで笑顔あふれるまち

高齢化社会への対応

事業年度 高齢者に優しい社会の実現

事　業　名 緊急通報システム運営事業
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基本目標Ⅱ

2

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

１．安全で安心な時代に合ったまちをつくる ⑥高齢化社会への対応

財
源
内
訳

6,174 6,356 6,452 18,982

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 6,174 6,356 6,452 18,982

所　　　管 福祉課

成果目標

　長寿をお祝いする住民意識の高揚を図るとともに老人福祉の向上につなげるため、今後も継続
して実施することが必要である。

達成状況

　敬老会事業については、各区・婦人会に業務を委託し各地区において敬老会が開催されてい
る。
　記念品（商品券）についても、各区等で対象者に配布していただいている。

【敬老会対象者数】
H29年度　4,014名
H30年度　3,997名
H31年度　4,013名

【記念品】
H29年度　470名（90歳～94歳）　108名（95歳～99歳）　21名（100歳以上）
H30年度　503名（90歳～94歳）　128名（95歳～99歳）　21名（100歳以上）
H31年度　508名（90歳～94歳）　137名（95歳～99歳）　23名（100歳以上）

健やかで笑顔あふれるまち

高齢化社会への対応

事業年度 高齢者に優しい社会の実現

事　業　名 敬老会事業
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基本目標Ⅱ

3

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 1,396 1,399 1,400 4,195

所　　　管 企画課

成果目標

　H28年度の年1回の婚活イベントでは、参加人数47名（男性24名、女性23名）の内カップルが8
組成立。この結果を受け、年1回のイベントで男女それぞれ20名以上ずつの参加を目指す。ま
た、参加者がイベント後も串本町を訪れたくなるよう町をアピールするような内容を企画する。

達成状況

　H29年度、H30年度とも年1回の婚活イベントを開催。町内の観光地でのフリータイムを設けるな
ど、企画内容の検討を行った。
　H29年度は男性24名、女性24名の参加で10組のカップルが成立。H30年度は男性18名、女性
13名の参加で10組のカップルが成立した。なお、平成28年度に実施したイベントで成立したカップ
ル2組が婚姻に至っている。
　H31年度（R1年度）はこれから実施予定であるが、40歳以上の女性からの問い合わせもあった
ことから、対象年齢を「20歳～40歳」から「25歳～45歳」に変更し、参加者の増加を図った。

健やかで笑顔あふれるまち

出会い・結婚支援

事業年度 若者出会いの場創出支援

事　業　名 であいふれあい事業

財
源
見
込

1,350 1,399 1,400 4,149

46 46

指　　標 改訂

婚活セミナー・イベント　1回開催／年 H29年12月

２．若い世代に優しいまちをつくる ①出会い・結婚支援
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基本目標Ⅱ

3

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 1,750 1,600 1,800 5,150

所　　　管 企画課

成果目標

　本町において晩婚化・未婚化が進む傾向は強まりつつあり、その背景には結婚資金のような経
済的な問題もあることから、安定した生活の場の形成造り等を引き続き支援し、支給件数を34件
/年とする。

達成状況

H29：35件、H30：32件

健やかで笑顔あふれるまち

出会い・結婚支援

事業年度 結婚生活支援

事　業　名 結婚祝い金事業

財
源
見
込

1,750 1,600 1,800 5,150

指　　標 改訂

結婚祝い金事業　34件(Ｈ26)　→　現状維持(Ｈ31)

２．若い世代に優しいまちをつくる ①出会い・結婚支援
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基本目標Ⅱ

4

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

２．若い世代に優しいまちをつくる ②出産・子育て・教育支援

財
源
内
訳

237 175 225 637

達成度

28 45 75 148

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 265 220 300 785

所　　　管 福祉課

成果目標

　本人の身体的、精神的負担の軽減や、より安心、安全な妊娠、出産に資するという観点から、今
後も引き続き支援が必要である。

達成状況

　助成事業に関する問い合わせ等匿名での対応や申請についても、郵送での対応を行い、申請者への精神
的負担の配慮等実施している。H29年度より実施の特定不妊治療に関しても、県の補助申請を行ってもらい、
更なる自己負担額軽減を図るために上乗せ助成を行っている。
一般不妊治療
H29年度　3件　H30年度　4件　H31年度　0件（R1年10月18日現在）
特定不妊治療
H29年度　3件　H30年度　2件　H3１年度　１件（R1年10月18日現在）

健やかで笑顔あふれるまち

出産・子育て支援

事業年度 出産支援体制の充実

事　業　名 一般不妊・不育治療費助成事業
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基本目標Ⅱ

4

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 3,600 2,400 3,500 9,500

所　　　管 こども未来課

成果目標

　町の出生数は減少傾向にあるが、第3子以降の出生数は横ばいであるので、少子化対策とし
て制度を継続する。
　出産祝金　15件／年

達成状況

出産祝金支給実績（第3子　10万円／第4子以降　30万円）
H29年度　360万円（第3子　18件／第4子以降　6件　　計24件）
H30年度　240万円（第3子　12件／第4子以降　4件　　計16件）
H31年度　350万円（第3子　14件／第4子以降　7件　　計21件）　※見込み

健やかで笑顔あふれるまち

出産・子育て支援

事業年度 出産支援体制の充実

事　業　名 出産祝金事業

財
源
内
訳

3,600 2,400 3,500 9,500

指　　標 改訂

出産祝金　15件／年

２．若い世代に優しいまちをつくる ②出産・子育て・教育支援
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基本目標Ⅱ

4

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

プレママ女子会（旧マタニティ教室）開催　　4回／年 H29年12月

２．若い世代に優しいまちをつくる ②出産・子育て・教育支援

財
源
内
訳

101 102 66 269

達成度

75 75

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 101 102 141 344

所　　　管 福祉課

成果目標

○マタニティ教室（4回／年）
○離乳食教室（6回／年）

達成状況

＜実績＞
　・マタニティ教室　H29・・・4回／年　　H30・・・3回／年
　・離乳食教室　　 H29・・・6回／年　　H30・・・6回／年

　マタニティ教室を「プレママ女子会」と名称変更し、内容も座談会形式で実施。H30年度は申込者
がゼロにより1回分中止。離乳食教室は予定回数を隔月実施できた。
　H31年度より、マタニティ関連の教室は「産前産後サポート事業」として年14回の予定で実施して
おり（パパママ教室は除く）R1年10月現在、8回実施済み。また、パパママ教室はH31年度よりくし
もと町立病院にて年6回の予定で実施しており、R１年10月現在2回実施済み。（申込者ゼロにより
１回分中止）

健やかで笑顔あふれるまち

出産・子育て支援

事業年度 各種相談・教室・健診等体制の充実

事　業　名 プレママ女子会（旧マタニティ教室）・離乳食教室等各種教室の支援整備事業
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基本目標Ⅱ

4

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

訪問率　　83％(H26)　→　100％(H31)

２．若い世代に優しいまちをつくる ②出産・子育て・教育支援

財
源
内
訳

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
              達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 - - - -

所　　　管 福祉課

成果目標

・訪問率を100％とする。ただし、里帰り等で訪問できなかった場合は電話連絡等で状況を把握し、
未把握児を作らない。

達成状況

　出産後、地区担当がハガキにて訪問の目的等郵送後に電話連絡にて訪問日程を調整してい
る。以前は、訪問を拒否する方もいましたが、H30年度のおいては居住している方に関しては全件
訪問を実施できたと評価できる。（訪問時に転出となったため1人未訪問）

H29年度　出生数67人　訪問数64人　訪問率96％
H30年度　出生数59人　訪問数58人　訪問率98％
H31年度　出生数41人　訪問数30人　（R1年10月30日現在）

健やかで笑顔あふれるまち

出産・子育て支援

事業年度 各種相談・教室・健診等体制の充実

事　業　名 こんにちは赤ちゃん訪問事業
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基本目標Ⅱ

4

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

受診率　　93％(H26)　→　100％(H31)

２．若い世代に優しいまちをつくる ②出産・子育て・教育支援

財
源
内
訳

2,111 2,078 2,721 6,910

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 2,111 2,078 2,721 6,910

所　　　管 福祉課

成果目標

・乳幼児健診後のフォローアップを確実に行い、支援の必要な母子を支援する。
　保健所の発達相談などの支援事業や、親子教室への勧奨、精密検査による早期発見、治療な
ど。

　H31年度　受診率100％を目指す。

達成状況

＜H30年度実績＞
　・4か月児健診・・・98.3％
　・10か月児健診・・・95.5％
　・1歳8か月児健診・・・96.4％
　・2歳6か月児健診・・・98.％
　・3歳6か月児健診・・・92％

　乳幼児健診受診率は概ね95％以上は達成。各健診後必要な場合は発達相談や親子教室の声
かけを行ったり、精密検査受診票の発行を行い早期発見・治療へと繋げられた。また、健診未受
診者に対しては後日面談や園訪問、電話等により未受診児の状況を把握するよう努めた。

健やかで笑顔あふれるまち

出産・子育て支援

事業年度 各種相談・教室・健診等体制の充実

事　業　名 乳幼児健康診査事業
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基本目標Ⅱ

4

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

発達相談指導　17回開催／年 H29年12月

２．若い世代に優しいまちをつくる ②出産・子育て・教育支援

財
源
内
訳

850 850 850 2,550

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 850 850 850 2,550

所　　　管 福祉課

成果目標

・子育て支援センター、こども未来課、福祉課、教育課、児童相談所の連携により、要支援家庭
への見守り支援態勢及び母子の交流できる機会や環境を提供する。
・発達相談　15回以上開催維持

達成状況

　H29年度より5歳児発達相談を実施し、軌道にのりつつある。保護者が発達相談を受けることに
対しての抵抗感が和らいでいるように感じる。
　
H29年度　17回　52名利用
H30年度　17回　51名利用
H31年度　17回　37名利用(R1年10月30日現在）

健やかで笑顔あふれるまち

出産・子育て支援

事業年度 各種相談・教室・健診等体制の充実

事　業　名 発達相談指導事業
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基本目標Ⅱ

4

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

28,824 26,124 32,655 87,603

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 53,022 69,634 63,707 186,363

所　　　管 こども未来課

成果目標

　対象年齢の引き上げにより利用者が増えている。今後は待機児童を出さないため、施設の新
築、整備等を検討し進めていく。

達成状況

　学童保育に対するニーズの高まりと対象年齢を３年生から６年生まで引き上げたことで利用者
も増加したが、必要な整備等を推進したことにより待機児童を出すことなく運営できた。

【H29年度　利用人数】　　　　　       【H30年度　利用人数】
・串本学童保育所　　33名　           ・串本学童保育所　　39名
・古座学童保育所　　44名　　         ・古座学童保育所　　54名
・潮岬学童保育所　　18名             ・潮岬学童保育所　　15名
・出雲学童保育所　　43名　           ・出雲学童保育所　　38名
・錦富学童保育所　　16名　           ・錦富学童保育所　　25名
　　　　　計　　　  　　154名                        計　　　  　　171名

※上記人数は各月最大値のとき
　
　

健やかで笑顔あふれるまち

出産・子育て支援

事業年度 職業と家庭生活の両立支援

事　業　名 学童保育事業

財
源
内
訳

4,736 4,908 4,978 14,622

19,462 38,602 26,074 84,138

指　　標 改訂

２．若い世代に優しいまちをつくる ②出産・子育て・教育支援
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基本目標Ⅱ

4

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 145,812 144,090 140,292 430,194

所　　　管 教育課

成果目標

　給食の安定供給を目指す

達成状況

　安定して給食を提供することはほぼできたが、異物混入等により一部の献立を提供できなかっ
た場合があった。

健やかで笑顔あふれるまち

出産・子育て支援

事業年度 職業と家庭生活の両立支援

事　業　名 学校給食事業

財
源
見
込

45,181 45,240 44,334 134,755

100,631 98,850 95,958 295,439

指　　標 改訂

２．若い世代に優しいまちをつくる ②出産・子育て・教育支援
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基本目標Ⅱ

4

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

1,280 829 851 2,961

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 1,920 1,244 1,277 4,441

所　　　管 こども未来課

成果目標

預かり延べ人数　　（　）内は実施日数
・くしもとこども園　29年度　　238人（180日）　　30年度　3人（3日）　　31年度　10人（10日）
・潮岬幼稚園　　  29年度　2,337人（231日）　　30年度　1,316人（232日）
・潮岬こども園　　 31年度　  782人（249日）
  H29年度より幼保連携型認定こども園となったくしもとこども園は、1号認定児の預かり保育につ
いて条件を見直し継続。H31年度より幼稚園から幼稚園型認定こども園へ移行後の潮岬こども園
においても新入園児については条件を見直し事業継続。

達成状況

・H29年度より幼保連携型認定こども園となったくしもとこども園は、保護者の就労や育児負担
　軽減のための支援については、教育認定から保育認定による支援体制へ集約したため、
　H29年度より1号認定の預かり保育について条件を見直し継続。
・潮岬幼稚園についてはH31年度より幼稚園型認定こども園へ移行後も新入園児については
　条件を見直し事業は継続。

健やかで笑顔あふれるまち

出産・子育て支援

事業年度 職業と家庭生活の両立支援

事　業　名 一時預かり保育事業

財
源
内
訳

640 415 426 1,480

指　　標 改訂

２．若い世代に優しいまちをつくる ②出産・子育て支援
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基本目標Ⅱ

4

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

8,030 8,091 8,168 24,289

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 12,045 12,137 12,252 36,434

所　　　管 こども未来課

成果目標

　利用者数(延べ）　27年度・・保護者2,820人　子ども　3,363人　　28年度・・保護者1,837人　子ども
2,414人　　利用者数は、全体的に子どもの数が減っているため、また共働き家庭の増加により低年齢
より保育所等へ入所させる家庭が増えていることにより、平日の利用者が減っているものと思われる
が、新たな利用者を増やしていくよう事業内容等を再検討していく。

達成状況

H29年度　　保護者2,865人　子ども　3,207人
H30年度　　保護者2,442人　子ども　2,943人
H31年度　　保護者1,753人　子ども　1,973人　【R1年9月末日現在】

　出生数の減、共働き家庭増加により低年齢より保育所等への入所の増加もあるが、子育て支援セ
ンター事業としては達成している。

健やかで笑顔あふれるまち

出産・子育て支援

事業年度 子育て環境支援

事　業　名 子育て支援センター事業

財
源
内
訳

4,015 4,046 4,084 12,145

指　　標 改訂

利用人数（延べ）　保護者3,322人(H26)　子ども4,014人(H26)　→　利用数減少予想の中、現状維持

２．若い世代に優しいまちをつくる ②出産・子育て・教育支援
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基本目標Ⅱ

4

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

5,760 7,045 5,130 17,935

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 11,520 14,090 10,260 35,870

所　　　管 こども未来課

成果目標

　国、県の制度に添った支援を継続し、子育て世帯に対する支援の取組みにより安心して産み育
てることができる地域環境の構築を図る。

達成状況

　H30年度より、県補助制度において第2子についても世帯の所得制限を設けて無償化する制度
開始。
規則の改正により、これに対応する。
国・県の制度に沿った子育て支援を実施した。

健やかで笑顔あふれるまち

出産・子育て支援

事業年度 子育て環境支援

事　業　名 第３子以降に係る保育料助成制度

財
源
内
訳

5,760 7,045 5,130 17,935

指　　標 改訂

２．若い世代に優しいまちをつくる ②出産・子育て・教育支援
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基本目標Ⅱ

4

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

２．若い世代に優しいまちをつくる ②出産・子育て・教育支援

財
源
内
訳

150 120 100 370

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 150 120 100 370

所　　　管 福祉課

成果目標

　保護者が子育てに関する気がかりや悩みを相談できる場・人を利用することができ、不安を持
ちながらも子育てを前向きに捉えられる保護者が増えること。

達成状況

・「かるがもひろば」の開催　4カ月～10カ月児対象　1回/月　（子育て支援センターにて実施）
H29年度　57人　H30年度　51人　H31年度18人（R1年10月8日現在）
・赤ちゃん訪問での訪問実施率も高まり、訪問時にパンフレットを配布し、情報提供することで支
援センター利用をし仲間づくりをしている保護者が増えているように感じられる。
・子育て支援センターネットワーク会議も定期的に開催して情報共有のなかで発達に問題のある
児を親子教室へつなぐことができており今後も、個人情報の流出に各支援者が留意していて継
続できるようにする。
・各支援センターへの保健師訪問の実施に関しては必要時訪問しており今後も継続とする。

健やかで笑顔あふれるまち

出産・子育て支援

事業年度 子育て環境支援

事　業　名 家庭内育児支援事業
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基本目標Ⅱ

4

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 221 249 355 825

所　　　管 こども未来課

成果目標

　地域における関係機関との連絡・調整機関としての役割を果たすことで、児童虐待、DV等への
早期対策を図り、児童の健全育成支援を行う。

達成状況

　児童虐待等については、児童相談所と連携を取りながら、関係機関との連絡調整、会議の開
催等を行い、状況に応じた対応や支援方法の協議を行うことができている。
　H30年度より、子育て支援室「りぼん」を、こども未来課からくしもとこども園内にある子育て支援
センター「ぽかぽか園」に移転し、引き続き保護者からの育児や発達等に関する相談を受ける中
で、支援が必要な家庭等に関する情報を共有することができた。

健やかで笑顔あふれるまち

出産・子育て支援

事業年度 子育て環境支援

事　業　名 児童虐待・DV等による相談業務の充実

財
源
内
訳

221 249 355 825

指　　標 改訂

２．若い世代に優しいまちをつくる ②出産・子育て・教育支援
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基本目標Ⅱ

4

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

２．若い世代に優しいまちをつくる ②出産・子育て・教育支援

財
源
内
訳

714 200 914

達成度

1,427 1,427

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 - 2,141 200 2,341

所　　　管 福祉課・こども未来課

成果目標

　子育て世代包括支援センターの設置
　分かりやすい利用しやすい仕組みづくりの構築

達成状況

　H30年9月に子育て世代包括支援センターを保健センター内に開設。
妊娠期～１８歳までの子どものいる家庭の相談窓口として開設しており、相談ケースも増えてい
る。
子育て情報をこそだて応援ガイドブックを作って整理し、妊娠届出時に配布するなどして情報提
供も行っている。
　妊娠期については、妊娠届出時に面談・アセスメントを実施することにより状況を把握しやすい
体制をとれるようになった。就学後の相談も増え、各関係機関とも連携を取って必要性が増え、
対応が困難なケースも出てきており、今後家庭をどう支えていくかの相談支援体制も整備が必
要。

健やかで笑顔あふれるまち

出産・子育て支援

事業年度 子育て環境支援

事　業　名 出産・子育て支援情報の一元化事業
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1

2

3

4

5

まち・ひと・しごと創生総合戦略上の主要対象項目

③地域資源を活かした交流の推進

２．若い世代に優しいまちをつくる

３．串本町へ新しい人の流れをつくる

学校教育の充実

生涯教育・スポーツの推進

青少年健全育成の推進

文化交流の推進

歴史・文化・芸術の振興

基本目標Ⅲ

１．安全で安心な時代に合ったまちをつくる
⑤環境保全対策の推進

⑥高齢化社会への対応

②出産・子育て・教育支援

基本目標Ⅲ

郷土愛あふれる教育のまち
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基本目標Ⅲ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

50%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

郷土愛あふれる教育のまち

学校教育の充実

事業年度 教育環境の整備・充実

事　業　名 小中学校統廃合の検討推進事業

所　　　管 教育課

成果目標

　串本中・大島中の統合（平成30年度統合）、出雲小・串本小の統合、田原小・古座小
の統合に向けて保護者及び地域関係者の意見の聴取や説明会を実施していく。

達成状況

　串本中・大島中については、H30年度で統合し、H31年度から大島中学校に通学してい
た生徒7名は、スクールバスにて串本中学校に通学することになった。
　出雲小・串本小、田原小・古座小の統合については、具体的な検討にまで至らなかっ
た。

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 - 7,039 - 7,039

財
源
見
込

139 139

6,900 6,900

指　　標 改訂
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基本目標Ⅲ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

郷土愛あふれる教育のまち

学校教育の充実

事業年度 教育環境の整備・充実

事　業　名 学校給食を通じた食育の推進

所　　　管 　教育課

成果目標

　学校栄養職員による衛生指導については各学校年１回以上を目標とする。また「給食だより」の
発行については、年3回以上とする。

達成状況

　栄養教諭・学校栄養職員による衛生指導については、H29年度は全校１回以上行った。H30年
度以降は、衛生指導・食育指導について校長会等で依頼したが、要請がなく行えなかった学校も
一部あった。「給食だより」については、年３回以上発行した。

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 - - - -

財
源
見
込

指　　標 改訂
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基本目標Ⅲ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

50%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

３．串本町へ新しい人の流れをつくる ③地域資源を活かした交流の推進

財
源
見
込

2,990 5,002 5,509 13,501

郷土愛あふれる教育のまち

学校教育の充実

事業年度 教育環境の整備・充実

事　業　名 串本古座高等学校との協力及び連携事業

所　　　管 企画課・産業課・総務課・教育課

成果目標

　全国募集を実施し、3年間（H29年度～31年度）で15名の入学希望者を目標とする。

達成状況

・串本古座高校地域協議会にコーディネーターを置き、行政との連携及びグローカルコースのカ
リキュラムの確立及び広報活動を行った。

・全国募集については、
　　平成29年度　3名
　　平成30年度　4名
　　平成31年度　2名
　　　　合　計　　9名　　の入学があった。

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 2,990 5,002 5,509 13,501
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基本目標Ⅲ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

郷土愛あふれる教育のまち

学校教育の充実

事業年度 特色ある教育の推進

事　業　名 学校情報セキュリティ強靭化システム事業

所　　　管 教育課

成果目標

　学校教育情報セキュリティシステムの整備により、安全なネットワーク環境のなかで、児童生徒
が、コンピューターや情報通信ネットワークなどの情報手段に慣れ親しみ、文字を入力するなど
の基本的操作および情報モラルを身につける。
　またコンピューターや情報通信ネットワークなどの情報手段を適正かつ主体的、積極的に活用
することができ、情報処理・発信技術を身につける。

達成状況

　H30年度に教育用パソコン（タブレット）256台（小170台・中86台）及びソフトウェア、セキュリティ
システム等を更新し、児童生徒のICT教育環境の整備及び情報教育の推進を図った。

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 5,511 19,865 28,056 53,432

財
源
見
込

5,511 19,865 28,056 53,432

指　　標 改訂

小中学校老朽化ＰＣ更新率　100％（5年以内）

２．若い世代に優しいまちをつくる ②出産・子育て・教育支援
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基本目標Ⅲ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

50%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

郷土愛あふれる教育のまち

学校教育の充実

事業年度 特色ある教育の推進

事　業　名 歴史・文化財の保存継承事業

所　　　管 教育課

成果目標

　認識を深め、郷土の豊かな自然や文化に感心をもってもらう。
　串本町の貝（森嶋コレクション）の図録作成並びに特別展の開催を目指す。収集した郷土資料を
整理し、将来大切な教材として有効活用できる体制をつくる。

達成状況

　串本町の貝（森嶋コレクション）の図録作成や特別展の開催は、専門的な知識等を必要とすると
ころもあり実行できなかった。
　笠嶋遺跡出土品については無量寺応挙路雪館に管理及び展示業務を委託した。（年間36万円）
　その他の郷土資料については、収集は行えているが、場所等の問題から、整理して展示は行え
なかった。
　毎年、文化財防火デーには防火訓練を実施できた。（無量寺：毎年、善照寺・成就寺：隔年）
　今後は郷土資料を整理し、展示方法等も考えていきたい。

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 360 420 420 1,080

３．串本町へ新しい人の流れをつくる ①Ｕ・Ｉターン串本暮らしの推進

財
源
見
込

360 420 420 1,080

指　　標 改訂

２．新しい世代に優しいまちをつくる ②出産・子育て・教育支援
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基本目標Ⅲ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

郷土愛あふれる教育のまち

学校教育の充実

事業年度 教職員教育体制の充実

事　業　名 教職員研修

所　　　管 教育課

成果目標

・対象者全員が参加し、研修内容は自校に持ち帰って伝達・共有することを求める。
・各校が実施するアンケート等で地域や子どもの実態に則した教育が行われているか等
を問う項目において、8割以上が肯定的な意見となることを目指す・

達成状況

　和歌山県教育委員会が主催する研修には、学力向上推進に係る研修、プログラミング
に係る研修、キャリア教育研修、教務主任研修、人権教育担当教員等研修、生徒指導に
係る研修、進路指導に係る研修、学校図書館担当者研修、外国語教育に係る研修、特別
支援教育に係る研修、幼小接続に係る研修、など多岐にわたる研修がある。それぞれの
研修に各学校から担当教員が1名出席し、研修内容については、それぞれの学校で校内伝
達を行っている。
　串本町教育委員会が主催する研修には、H30年度に外国語教育研修会（小中合同で全2
回）、R1年度に、串本町学力向上研修会（小学校では全6回、中学校では全5回）、学校
支援員研修会などがあった。これらの研修会についても県主催の研修会と同様、各校か
ら担当教員１名が出席し、各校において校内伝達を行っている。
　各校が実施しているアンケートの結果については、「学校評価保護者アンケート」に
おいて、どの項目も8割以上が肯定的意見であった。

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 - - - -

財
源
見
込

指　　標 改訂
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基本目標Ⅲ

2

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

郷土愛あふれる教育のまち

生涯教育・スポーツの推進

事業年度 生涯教育・趣味活動支援

事　業　名 文化自主事業公演助成事業

所　　　管 教育課

成果目標

　普段触れることのできない質の高い芸術を楽しむ機会を提供する。
来場者アンケートで満足（80％）を目指し、事業を開催する。
 【H30年度開催】

達成状況

H29は宝くじ文化公演に当選。
H29年度　　宝くじ文化公演　「オーケストラで歌う青春ポップスコンサート」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　太田弘美、庄野真代、渡辺真智子、Ｎ響団オーケストラ
来場者595名（チケット600枚完売）

H30年度　文化自主事業　京都フィルハーモニー室内合奏団「これぞ超名曲コンサート」を実施。
来場者600名（チケット600枚完売）

　芸術を楽しむ機会を町民に提供することができたが、来場者アンケートを実施出来なかった為、
満足度が図れなかったので、今後の課題としたい。

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 － 2,000 － 2,000

財
源
見
込

2,000 2,000

指　　標 改訂
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基本目標Ⅲ

2

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

郷土愛あふれる教育のまち

生涯教育・スポーツの推進

事業年度 生涯教育・趣味活動支援

事　業　名 成人教育講座開設事業

所　　　管 教育課

成果目標

　現代社会における問題や地域教育に関すること、人間の尊厳や基本的人権に係る学習の推進
を図る。また、諸問題・課題に対する理解や解決に結びつけ、命の大切さ等再認し、幸福・有意
義に過ごせる町づくり目指す。
【H28年度実績】　8支館25講座実施／657人
H29年度7支館21講座600人
H30年度8支館24講座650人
H31年度7支館21講座600人を目標とする。

達成状況

H29:7支館21講座実施／831人　H30:8支館24講座実施／512人　H31:7支館21支館／500人（見
込）
人権学習・平和学習・グラウンドゴルフ交流会・郷土料理学習会などを実施した。
　講座数は、予定通り実施できたが、参加者については,人口減少や高齢化により目標人数に達
することができなかった。

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 210 240 210 660

財
源
見
込

210 240 210 660

指　　標 改訂

98



基本目標Ⅲ

2

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

老人クラブ会員数　2,423人(H26)　→　会員数維持(H31)

１．安全で安心な時代に合ったまちをつくる ⑥高齢化社会への対応

財
源
内
訳

1,072 1,139 1,118 3,329

郷土愛あふれる教育のまち

生涯教育・スポーツの推進

事業年度 生涯教育・趣味活動支援

事　業　名 老人クラブ助成事業

所　　　管 福祉課

成果目標

・地域高齢者の健康づくり、介護予防活動
・在宅高齢者やその家族を支援する友愛活動
・安全、安心の住みよいまちづくりを目指すボランティア活動
・老人クラブの組織活動の強化
・老人クラブ会員数　2,423人（H26）　→　会員数維持（H31）

達成状況

老人クラブ助成事業を実施することで、高齢者自らの生きがいを高め健康づくりを進める活動や
ボランティア活動をはじめとした地域を豊にする活動に寄与している。

【老人クラブ会員数】
H29年度　2,118名　H30年度　2,030名　H31年度　1,882名
※会員の高齢化や役員の担い手不足等により、毎年会員数は減少している。

【町老連の事業実績】
グラウンドゴルフ大会　H29年度　165名　H30年度　145名
ゲートボール大会　H29年度　6チーム33名　H30年度　6チーム33名
レクリエーション大会　H29年度　212名　H30年度　182名
囲碁将棋大会　H29年度　26名　H30年度　30名

達成度

1,325 1,250 1,237 3,812

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度（見込み） 計
事　業　費 2,397 2,389 2,355 7,141

99



基本目標Ⅲ

2

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

郷土愛あふれる教育のまち

生涯教育・スポーツの推進

事業年度 生涯教育・趣味活動支援

事　業　名 公民館活動事業

所　　　管 教育課

成果目標

　人々のつながりの輪を深め、健康で豊かな心を育み、充実した日々を過ごせるよう地域活性化・
コミュニティの場の提供。
　本館・支館・分館（16公民館）において、各地域のニーズに即した事業を展開する。
【150事業】

達成状況

　H29:本館71事業・支館分館566事業、H30本館76事業・支館分館608事業、H31本館75事業・支館
分館700事業（見込）。
　手話・華道・料理・書道・俳句・大正琴・コーラス・陶芸・健康体操・生花・展示会・茶道・パソコン・
手芸など要望のあった教室を実施。
　地域のニーズにあった教室を開催し、地域活性化・コミュニティの場の提供の役割を果たすこと
ができた。

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 19,504 25,227 21,471 66,202

２．若い世代に優しいまちをつくる ②出産・子育て・教育支援

19,504 25,227 21,471 66,202

財
源
見
込

指　　標 改訂

１．安全で安心な時代に合ったまちをつくる ⑥高齢化社会への対応

100



基本目標Ⅲ

2

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

郷土愛ふあふれる教育のまち

生涯教育・スポーツの推進

事業年度 スポーツ活動支援

事　業　名 町民大運動会事業

所　　　管 教育課

成果目標

H28年度参加者　2,000人　前年度以上の参加者数を目標とする。

達成状況

【H29年度】
・参加人数　…　約2,000名
・参加地区　…　串本町内17地区

【H30年度】
・参加人数　…　約2,000名
・参加地区　…　串本町内17地区

【H31年度】
・参加人数　…　約2,000名
・参加地区　…　串本町内17地区
　
毎年、競技種目等の反省会を開催し、見直しを行い実施してきた。

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 1,230 1,229 1,189 3,648

２．若い世代に優しいまちをつくる ②出産・子育て・教育支援

財
源
見
込

1,230 1,229 1,189 3,648

指　　標 改訂

生涯スポーツ大会の開催　3回開催／年

１．安全で安心な時代に合ったまちをつくる ⑥高齢化社会への対応
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基本目標Ⅲ

2

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

郷土愛あふれる教育のまち

生涯教育・スポーツの推進

事業年度 スポーツ活動支援

事　業　名 総合型地域スポーツクラブ事業

所　　　管 教育課

成果目標

　総合型地域スポーツクラブに委託実施しているスポーツ大会　H28年度12大会　1,080人　前年
度の大会実施回数、参加者増を目標とする。
　総合型地域スポーツクラブの拠点施設である総合運動公園クラブハウスを活用した事業を実施
する。

達成状況

　H29：14大会　923人　H30:14大会829人、H31：10大会　580人
地域総合型スポーツクラブについては、クラブハウスの施設活用まだまだ活かされていない状態
である。
　委託事業内容：ゲートボール大会・卓球大会・ソフトテニス大会・盆野球大会・バドミントン大会・
ソフトバレーボール大会・俳句大会・バレーボール大会・囲碁将棋大会・軟式野球大会・ジュニア
マラソン記録会・グラウンドゴルフＹ大会・少年剣道大会・フットサル大会。
　Ｈ29・30年度は目標に近い参加者があったが、委託事業数について、新型コロナウイルス感染
拡大防止対策のため、H31年度は減少した。

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 600 600 420 1,620

財
源
見
込

600 600 420 1,620

指　　標 改訂
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基本目標Ⅲ

2

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

郷土愛あふれる教育のまち

生涯教育・スポーツの推進

事業年度 スポーツ活動支援

事　業　名 総合運動公園等管理事業

所　　　管 教育課

成果目標

　利用者に満足いただけるよう施設・天然芝の良好な状態を維持していく。
　テニスやサッカー・野球を中心として天然芝のグラウンド貴重な施設であり利用者には満足され
ている。余暇を楽しく過ごせる場の提供と合宿誘致により串本町の活性化をはかり、施設利用者
数を増やす。
H28年度実績　野球場6,000人　多目的Ｇ8,000人　雨天練習場11,000人　ﾃﾆｽｺｰﾄ3,000人
H28年度使用料　5,205千円　H29年度以降　5,500千円を目指す

達成状況

H29年度実績：使用料5,041千円　利用者数（野球場6,133人、多目的G10,577人、雨天8,558人、
テニス3,330人）
H30年度実績：使用料4,351千円　利用者数（野球場5,857人、多目的G11,409人、雨天9,005人、
テニス2,249人）
H31年度見込：使用料3,500千円　利用者数（野球場6,000人、多目的G9,800人、雨天8,000人、テ
ニス2,500人）
　専門業者に委託し、天然芝を含む施設は良好な状態を維持した。H28年度のテニス合宿の補
助制度があったことにより、使用料・利用人数ともに増加していたが、H28年度と比較するとテニ
ス補助制度がなくなったことや利用料の減免規定ができたことなどから使用料収入は減少してい
る。H31年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため合宿を控える団体が多く、利用者、使
用料収入とも減少した。

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 63,514 31,673 31,036 126,223

財
源
見
込

63,514 31,673 31,036 126,223

指　　標 改訂

 ３　串本町へ新しい人の流れをつくる ③地域資源を活かした交流の推進
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基本目標Ⅲ

3

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

郷土愛あふれる教育のまち

青少年健全育成の推進

事業年度 地域ぐるみの活動促進

事　業　名 地域共育コミュニティ形成促進事業

所　　　管 教育課

成果目標

　町内すべての小・中学校において、年間を通じて、地域共育コミュニティ活動を計画し、主体的か
つ継続的に実施をしていくことで、以下のことを成果目標とする。
○子どもにとって、地域の大人に支えられていることを実感し、町民としての自覚や地元への愛着
心を育てること。地域の人たちとの活動や交流をくり返し、社会性やコミュニケーション能力を育て
ること。　また、そうした体験を通して、学びへの意欲を高めること。
○学校にとって、地域の協力・支援を受け、子どもに必要な体験や地域資源と結びついた豊かな
教育活動を展開していくこと。
○学校の教育活動に関わる機会が増え、学校への理解が深まり、子どもの学習や活動への関心
が高まること。

　H28年度開催実績（152件）と同等以上を維持する。

達成状況

　H28年度まで取り組んできた地域共育コミュニティ活動を継承しながら、H29年度からはコミュニ
ティスクール（学校運営協議会制度）に取り組み、目標達成に努めた。
　取組を精査する中で活動件数は減少しているものの、地域とのつながりや内容の充実は図られ
ている。

　開催実績：H29年度 114件、H30年度 109件、R1年度109件(見込)

達成度

501 439 426 1,366

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 841 920 1,451 3,212

財
源
見
込

340 481 1,025 1,846

指　　標 改訂

活動総数　150件を維持 H29年12月

２．若い世代に優しいまちをつくる ②出産・子育て・教育支援
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基本目標Ⅲ

3

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 54 54 54 162

所　　　管 教育課

成果目標

　5年間平均（H24～H27）　30人／年
　H29年度～31年度　実績　50人／年　を目標とする。

達成状況

H29年度実績：49人／年
H30年度実績：40人／年
H31年度見込：40人／年
　少子化により児童が減少し参加者も減少して目標に届かなかった。串本小学校で実施していた
学童保育所が、旧錦富小学校へ移転したことも減少の要因である。

郷土愛あふれる教育のまち

青少年健全育成の推進

事業年度 地域ぐるみの活動促進

事　業　名 読み聞かせ事業

財
源
見
込

54 54 54 162

指　　標 改訂

２．若い世代に優しいまちをつくる ②出産・子育て・教育支援
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基本目標Ⅲ

4

» 29 30 31 »

●事業の内容

25%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

４．安定した雇用をつくる ①観光振興による地域経済活性化

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 5,658 6,940

所　　　管 総務課

成果目標

・小中学校での啓発活動　5校／年
・ホームページへの国際交流記事の掲載
・新規ホームステイ受け入れ家庭の募集と応募　10軒
・「まぐトル」町内認知度　90％
・ゆるキャラグランプリ県内ランキング　１位

達成状況

　小中学校での啓発活動については学校からの要請により、地域おこし協力隊員または国際交
流員がH29年度は古座、大島へ、H30年度は大島小中学校へ4回、H31年度は9月末現在で西向
中学校へ訪問し、トルコ文化の紹介および学校行事への参加を行った。
ホームページへの国際交流記事の掲載は、追悼式典等の告知以外の掲載は行えていない。
ホームステイ受入家庭の募集等については、国際交流協会、トルコ文化協会への依頼にとどま
り、町として募集は行っていない。
　まぐトル町内認知度についての取り組みは、H30年度にぬいぐるみを作成、観光協会、トルコ記
念館、ツタヤ串本店、大江戸温泉物語、ホテル＆リゾーツ串本、道の駅くしもとはしぐいいわ、潮
岬観光タワーで販売を行った。
　ゆるキャラグランプリは、特にランキング上位への取り組みは行わず、エントリーのみにとどめ
た。

郷土愛あふれる教育のまち

文化交流の推進

事業年度 国際・国内都市との交流活動

事　業　名 国際交流事業

6,229 18,827

財
源
見
込

5,658 6,940 6,229 18,827

指　　標 改訂

３．串本町へ新しい人の流れをつくる ③地域資源を活かした交流の推進
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基本目標Ⅲ

4

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

３．.串本町へ新しい人の流れをつくる ③地域資源を活かした交流の推進

財
源
見
込

438 475 368 1,281

４．安定した雇用をつくる ①観光振興による地域経済活性化

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
              達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 438 475 368 1,281

所　　　管 企画課

成果目標

・「本州四端踏破ラリー」の実施
・本州四端首長交流会議の実施
・本州四端各市町のイベント時において協議会のPRを実施
・本州四端協議会事務担当者会議の開催

達成状況

・「本州四端踏破ラリー」の実施
　○H29年度：326人、H30年度：387人、R1年度4月～9月：269人
　　H16年度～R1年9月末までの累計3,048人

・本州四端首長交流会議の実施
○首長交流会実施日　H29.11.14青森県大間町、H30.11.8岩手県宮古市、R1.11.23山口県下関市

・本州四端各市町のイベント時において協議会のPRを実施
○H31.1.26福岡県博多市での下関市イベントで、各市町の担当者が集まり本州四端協議会のPR
を実施。

・本州四端協議会事務担当者会議の開催
○H29.10.20、H30.10.19、R1.10.29に東京都の下関市東京事務所内で担当者会議を開催。

郷土愛あふれる教育のまち

文化交流の推進

事業年度 国際・国内都市との交流活動

事　業　名 本州四端交流事業
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基本目標Ⅲ

5

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 1,446 1,300 1,300 4,066

所　　　管 教育課

成果目標

・文化財の調査研究を行い、郷土の文化財を教材などに活用する。
・地域の実情に合わせて、伝統行事の学習・学校の参加・協力を仰ぎ保存継承につとめる。

達成状況

　古座河内祭に対して毎年130万円の補助金を支出し、祭の保存継承の補助を行った。
　文化財の調査研究については、専門職員がおらず実施できなかった。
　一部の文化財（エルトゥールル号事件関連遺跡群、無量寺収蔵庫内の襖絵等）は学習教材とし
て活用されている。

郷土愛あふれる教育のまち

歴史・文化・芸術の振興

事業年度 歴史文化財の保全活動

事　業　名 町文化財等・文化活性化保存継承推進事業

財
源
見
込

1,446 1,300 1,300 4,066

指　　標 改訂

１．安全で安心な時代にあったまちをつくる ⑤環境保全対策の推進
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基本目標Ⅲ

5

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 1,159 278 1,200 2,637

所　　　管 教育課

成果目標

　主要な年間行事（町民音楽祭、文化講演、町展・県美術家協会展串本展）の開催・維持し、参
加団体（参加人数）を増やしていく。

H28年度参加者数　音楽祭　  500人
　　　　　　　　　　　　　町展　　1,600人
H29年度　　　　　　　 県美展　  293人

達成状況

H29 町民音楽祭1回／年　300人・文化講演会１回／年　448人・町展1回／年　1,835人・美術家
協会串本展1回／年　293人
H30 町民音楽祭1回／年　300人・文化講演会１回／年　415人・町展1回／年　1,845人
H31 町民音楽祭1回／年　300人・文化講演会１回／年　500人・町展1回年　2,000人・県美術家
協会串本展1回／年　621人
町展については、華道・折紙・写真撮影・絵画教室を開催し出品点数増加につなげることができ
た。

郷土愛あふれる教育のまち

歴史・文化・芸術の振興

事業年度 歴史・文化・芸術に対する意識の醸成

事　業　名 歴史・文化・芸術活動の支援

財
源
見
込

1,159 278 1,200 2,637

指　　標 改訂
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1

2

3

4

5

6

まち・ひと・しごと創生総合戦略上の主要対象項目

①観光振興による地域経済活性化

基本目標Ⅳ

３．串本町へ新しい人の流れをつくる

②農林水産業活性化

③商業・産業の活性化

４．安定した雇用をつくる

若者の就職支援と後継者育成

①Ｕ・Ｉターン串本暮らしの推進

②若者の就職支援と後継者育成

③地域資源を活かした交流の推進

農林水産業の活性化

商業・産業の活性化

観光振興による地域経済活性化

ＵＩＪターン串本暮らしの推進

地域資源を活かした交流の推進

基本目標Ⅳ

いきいきと活力あふれるまち
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基本目標Ⅳ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

25%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

いきいきと活力あふれるまち

農林水産業の活性化

事業年度 生産基盤・生産性の向上

事　業　名 遊休農地活用支援事業

所　　　管 産業課

成果目標

　毎年　1haの耕作放棄地の解消を目指す。

達成状況

【実績】
　H29：0.35ha
　H30：0.37ha
　H31：0ha

合計：0.72ha

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 854 519 838 2,211

４．安定した雇用をつくる ②農林水産業活性化

財
源
内
訳

854 519 838 2,211

指　　標 改訂

解消農地　0.49ha／年（H26）　→　1.0ha／年（H31） H29年12月

３．串本町へ新しい人の流れをつくる ②若者の就職支援と後継者育成
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基本目標Ⅳ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

いきいきと活力あふれるまち

農林水産業の活性化

事業年度 生産基盤・生産性の向上

事　業　名 稲村農道新設事業

所　　　管 産業課

成果目標

　稲村農道の新設　5年以内

達成状況

　H29　L=53.7ｍ　5,498,960円(工事費)、568,694(補償費)
　H30　L=27.2ｍ　5,000,000円(工事費)、406,000(測量費)
　H31　L=21.4ｍ　5,000,000円(工事費)

５路線のうち2路線は完成済。（２路線は工事を行わない予定。）
来年度（R2）に残りの１路線完成見込み。

達成度

1,500 1,500 1,200 4,200

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 6,067 5,406 5,000 16,473

財
源
内
訳

4,567 3,906 3,800 12,273

指　　標 改訂

稲村農道の新設（7年以内） H29年12月

４．安定した雇用をつくる ②農林水産業活性化
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基本目標Ⅳ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

いきいきと活力あふれるまち

農林水産業の活性化

事業年度 生産基盤・生産性の向上

事　業　名 林道維持管理事業

所　　　管 産業課

成果目標

　林道機能の維持管理を図り、森林整備による林業の活性化を推進する。

達成状況

　風水害により林道の崩土が発生した場合、早急に対応し森林整備施業に影響が無いよう行え
た。

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 3,938 3,393 1,500 8,831

４．安定した雇用をつくる ②農林水産業活性化

財
源
内
訳

3,938 3,393 1,500 8,831

指　　標 改訂

１．安全で安心な時代にあったまちをつくる ⑤環境保全対策の推進
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基本目標Ⅳ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

いきいきと活力あふれるまち

農林水産業の活性化

事業年度 生産基盤・生産性の向上

事　業　名 種苗放流・磯根資源再生事業

所　　　管 産業課

成果目標

　稚魚放流　15,000匹／年、イセエビ放流　39,000匹／年、稚貝放流　　95,000匹／年

達成状況

H29：稚魚19,029匹（クエ4,629、カサゴ7,400、ヒラメ8,000）
　　　イセエビ45,172匹
　　　稚貝76,468匹
H30：稚魚14,059匹（クエ6,059、ヒラメ8,000）
　　　イセエビ42,622匹
　　　稚貝54,633匹
H31：稚魚14,059匹（クエ6,059、ヒラメ8,000）
　　　イセエビ42,622匹（実施予定）
　　　稚貝54,633匹（実施予定）

達成度

2,457 1,990 2,133 6,580

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 12,374 10,866 11,400 34,640

４．安定した雇用をつくる ②農林水産業活性化

財
源
内
訳

9,917 8,876 9,267 28,060

指　　標 改訂

１．安全で安心な時代にあったまちをつくる ⑤環境保全対策の推進
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基本目標Ⅳ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

50%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

いきいきと活力あふれるまち

農林水産業の活性化

事業年度 生産基盤・生産性の向上

事　業　名 漁港施設の維持管理推進事業

所　　　管 産業課

成果目標

　対象機能保全計画の策定　H29年度までに完了
　動鳴気漁港機能保全事業（防波堤の修繕）　H30年度完了

達成状況

　補助対象漁港すべてH29年度まで策定。
　海岸施設についてはH30年度に策定。
　
　動鳴気漁港機能保全事業
　　西防波堤の修繕については、入札不調により工事未実施。
　　東防波堤機能保全については、H29年度一部実施済。
※機能保全事業にて２施設をR2年度以降実施予定であったが、R1.1012台風19号により被災。
　災害復旧事業に移行。

達成度

11,982 30,544 20,000 62,526

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 24,263 58,727 40,000 122,990

財
源
内
訳

12,281 28,183 20,000 60,464

指　　標 改訂

４．安定した雇用をつくる ②農林水産業活性化
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基本目標Ⅳ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

いきいきと活力あふれるまち

農林水産業の活性化

事業年度 生産基盤・生産性の向上

事　業　名 鳥獣害対策の強化事業

所　　　管 産業課

成果目標

　串本町鳥獣被害防止計画に従い、有害鳥獣による農作物被害を現状値310.4万円/1.24haから
H31年度には248万円/0.99haを目標とし対策を講じる。
侵入防止柵の設置支援については、毎年延長で3,000mの設置を目標とする。
3年以内に鳥獣被害対策実施隊を結成する。
有害鳥獣捕獲個体数　1,000頭／年間を目標とする。

達成状況

　H29年度における有害鳥獣による農作物被害は、２８０万円/２.１９ha
　H30年度における有害鳥獣による農作物被害は、２７８万円/2.１ha
　侵入防止柵の設置支援については、H29年度４,９７０ｍ、H30年度２,１３６ｍ
　有害鳥獣捕獲個体数については、H29年度６２９頭、H30年度６８０頭

達成度

13,216 6,386 7,279 26,881

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 16,720 8,994 14,854 40,568

財
源
内
訳

3,500 2,608 7,575 13,683

4 4

指　　標 改訂

４．安定した雇用をつくる ②農林水産業活性化
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基本目標Ⅳ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

いきいきと活力あふれるまち

農林水産業の活性化

事業年度 ブランド化・販売力強化促進

事　業　名 特産品・名産品のブランド化・販売力強化促進事業

所　　　管 産業課

成果目標

　3分野それぞれでのブランド化品目の選定～ブランド化/5年

達成状況

H29　1件　｢スマ｣を知事が指定する地域産業資源に指定された。
H30　2件　「南紀黒潮イセエビ」のブランド化に向けて取り組みを実施。
　　　　　 　 「きんかんソフト」の復活を支援

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 - - - -

４．安定した雇用をつくる ③商業・産業の活性化

財
源
内
訳

指　　標 改訂

新規3件以上（5年間累計）

４．安定した雇用をつくる ②農林水産業活性化
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基本目標Ⅳ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

いきいきと活力あふれるまち

農林水産業の活性化

事業年度 ブランド化・販売力強化促進

事　業　名 紀州材利用定住促進住宅等建設費補助金事業

所　　　管 産業課

成果目標

　年間10棟の新築を計画。

達成状況

H29：4件
H30：8件
H31：11件

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 2,900 6,400 8,350 17,650

財
源
内
訳

2,900 6,400 8,350 17,650

指　　標 改訂

補助金利用件数　10件／年

４．安定した雇用をつくる ②農林水産業活性化
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基本目標Ⅳ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

50%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

いきいきと活力あふれるまち

農林水産業の活性化

事業年度 ブランド化・販売力強化促進

事　業　名 浜の活力再生プラン推進事業

所　　　管 産業課

成果目標

　漁家所得（H26平均所得2百万円）の10%向上（H31）

達成状況

　H29年度で施策「漁業船舶の機能性向上推進（船体付着物除去等による燃費向上）」を統合し
施策「浜の活力再生プラン策定」を「浜の活力再生プラン推進事業」に修正
・H29　H28実施（築いそ4,200㎥）の養生期間
・H30　上記養生期間
・H31　2ヵ所において、築いそ2,900㎥を実施予定（当年度から5年間の計画で、町内14ヵ所にお
いて計20,300㎥の築いそを整備する）

達成度

11,000 11,000

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 - - 20,000 20,000

財
源
内
訳

4,500 4,500

4,500 4,500

指　　標 改訂

漁家所得（H26平均所得2百万円）　10％向上(H31)

４．安定した雇用をつくる ②農林水産業活性化
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基本目標Ⅳ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

25%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

いきいきと活力あふれるまち

農林水産業の活性化

事業年度 生産基盤・生産性の向上

事　業　名 ６次産業化への支援事業

所　　　管 産業課

成果目標

　支援件数　3件

達成状況

H30　1件　串本古座高校と連携し「マグロの内臓を使った春巻き」の開発に取り組む。

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 - - - -

財
源
内
訳

指　　標 改訂

6次産業化支援件数　5件（5年間累計）

４．安定した雇用をつくる ②農林水産業活性化
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基本目標Ⅳ

2

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

いきいきと活力あふれるまち

商業・産業の活性化

事業年度 商工業活動の支援

事　業　名 小売店舗等消費拡大事業

所　　　管 産業課

成果目標

　プレミアム券発行　2回実施／年

達成状況

H29年度　年2回実施で6,000,000円支出。
H30年度　年2回実施で6,000,000円支出。
H31年度　年2回実施で6,000,000円支出。

　購入額より10％割増した商品券を販売し、割増分を町が補助する。
　使用期限付きの町内事業者向け（大型スーパー等は除く）の商品券とすることで、町外に流出
する可能性のあった貨幣を串本町内で確実に流通するよう確保する。

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 6,000 6,000 6,000 18,000

財
源
内
訳

6,000 6,000 6,000 18,000

指　　標 改訂

プレミアム券発行　2回実施／年

４．安定した雇用をつくる ③商業・産業の活性化
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基本目標Ⅳ

2

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

いきいきと活力あふれるまち

商業・産業の活性化

事業年度 商工業活動の支援

事　業　名 小規模利子補給事業

所　　　管 産業課

成果目標

　具体的な目標数値設定は困難であり、制度を利用する小企業者の経営改善を目標とする。
毎年の利用実績を注視しつつ、(株)日本政策金融金庫からの経営改善融資（マル経融資）に対
する需要が低くなった場合には、利子補給制度についても見直しを行う。

達成状況

H29年度　1,357,005円
H30年度　1,574,529円
H31年度は、R2年5月に支出のため現時点では不明。

　窓口となっている商工会職員より、経営改善融資で助かっている小規模事業者は多いと話が
あった。

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 1,700 1,700 1,500 4,900

財
源
内
訳

1,358 1,575 1,500 4,433

指　　標 改訂

４．安定した雇用をつくる ③商業・産業の活性化
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基本目標Ⅳ

2

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

いきいきと活力あふれるまち

商業・産業の活性化

事業年度 商工業活動の支援

事　業　名 商工会等団体活動の支援

所　　　管 産業課

成果目標

　補助金の交付件数　年2件

達成状況

H29年度　串本町商工会への補助金　年2回で計8,950,000円
H30年度　串本町商工会への補助金　年2回で計8,950,000円
H31年度　串本町商工会への補助金　年2回で計8,950,000円

　町内商工業者の経営指導及び振興事業の実施、創業支援の実施等のため支出。

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 8,950 8,950 8,950 26,850

財
源
内
訳

8,950 8,950 8,950 26,850

指　　標 改訂

４．安定した雇用をつくる ③商業・産業の活性化
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基本目標Ⅳ

2

» 29 30 31 »

●事業の内容

25%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

いきいきと活力あふれるまち

商業・産業の活性化

事業年度 新たな事業の創出支援

事　業　名 創業希望者・創業支援事業

所　　　管 産業課

成果目標

　H28年度までで特定認定創業支援事業に係る証明書発行を受けるため、複数名がセミナーを
受講している。
　毎年度、3名程度の申請を目標としたい。

達成状況

　特定創業支援のセミナーは商工会と合同で、H30年度及びH31年度にそれぞれ実施。
　複数名がセミナーを受講しているものの、４つのセミナーを受講しなければならず、特定創業で
有利になるポイントが大規模な創業でなければ使いにくいため、特定創業支援の申請は平成29
年度の1名にとどまっている。
　具体的な取組をしているものの、目標が高すぎた可能性がある。

特定創業のメリット
１．登録免許税の減免（資本金が多い程有利）
２．創業関連保証枠の拡大（借入額が多くなければ関係がない）
３．創業関連保障特約の拡大（２と同じ）

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 - - 127 127

財
源
内
訳

127 127

指　　標 改訂

126



基本目標Ⅳ

2

» 29 30 31 »

●事業の内容

50%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

いきいきと活力あふれるまち

商業・産業の活性化

事業年度 新たな事業の創出支援

事　業　名 地場産業育成及び観光事業等推進資金補助金事業

所　　　管 産業課

成果目標

　地場産業と観光事業等が協力した、観光客増大につながる商品及び取組活動の創出。
（3件/累計）

達成状況

・H29年度　１件　797,416円
　補助対象：「古座街道フェスタ」　主催：南紀串本観光協会 古座
　　　　　　　　古座地域の風情ある街並みや地元特産品などの買い物を楽しめるイベントを開催
　　　　　　　　古座地域の魅力を発信し、地場産業の振興と観光客増加を図った。

・H30年度　０件

・H31年度　０件

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 795 - - 795

財
源
内
訳

795 795

指　　標 改訂

４．安定した雇用をつくる ③商業・産業の活性化

127



基本目標Ⅳ

2

» 29 30 31 »

●事業の内容

50%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

いきいきと活力あふれるまち

商業・産業の活性化

事業年度 誘致活動による活性化

事　業　名 宿泊施設を中心とした観光産業の立地推進

所　　　管 産業課

成果目標

　立地データ等の収集整理を行いつつ、宿泊施設の誘致を成功させる。

達成状況

　立地データ等の収集整理を行い情報発信を行った。その結果何件か問い合わせを頂いたが誘
致には至らなかった。
　和歌山県企業誘致連絡会　16,000／年

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 16 16 16 48

財
源
内
訳

16 16 16 48

指　　標 改訂

企業誘致　1件（H31迄に） H29年12月

４．安定した雇用をつくる ③商業・産業の活性化
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基本目標Ⅳ

2

» 29 30 31 »

●事業の内容

25%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

いきいきと活力あふれるまち

商業・産業の活性化

事業年度 誘致活動による活性化

事　業　名 水産関連企業の誘致推進

所　　　管 産業課

成果目標

　1件／5年間

達成状況

・地域特性に応じた（養殖マグロ用ペレット等）企業の誘致を、漁協ならびに既存企業との連携を
図りながら推進したが、誘致には至らなかった。
・町内業者がEUハサップ取得に際し、助言等を行い基盤強化を図った。

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 - - - -

財
源
内
訳

指　　標 改訂

４．安定した雇用をつくる ②農林水産業活性化
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基本目標Ⅳ

3

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

いきいきと活力あふれるまち

観光振興による地域経済活性化

事業年度 地域資源を活かした観光振興

事　業　名 国道４２号を活用した地域活性化事業

所　　　管 産業課・建設課

成果目標

　案内板　3基（期間）　　トイレ整備3か所（期間）

達成状況

H29年度　橋杭海の家看板設置　412,276円

H29年度　和深駅トイレ及び田並駅トイレ改修　5,087,124円

H30年度　田原駅トイレ改修　3,535,920円

H31年度　有田国道横トイレ設置　8,082,800円

達成度

2,543 1,712 4,000 8,255

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 5,088 3,536 8,083 16,707

財
源
内
訳

2,545 1,824 4,083 8,452

指　　標 改訂

４．安定した雇用をつくる ①観光振興による地域経済活性化
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基本目標Ⅳ

3

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

いきいきと活力あふれるまち

観光振興による地域経済活性化

事業年度 地域資源を生かした観光振興

事　業　名 古民家リノベーション事業（ﾆｭｰﾂｰﾘｽﾞﾑ等の育成支援）

所　　　管 産業課

成果目標

　H29に本事業を担う協議会を設立し、空き家等の使用に係る交渉を実施しつつ、全体的な計画
を練る。H30には空き家・古民家の改修を行い、受け入れ態勢を整備し、H31に事業開始を目標
とする。H31の目標は総宿泊者数200人。

達成状況

　H31年7月に本格的に営業を開始した。H31年度宿泊者見込数は400人

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 - - 20 20

財
源
内
訳

20 20

指　　標 改訂

４．安定した雇用をつくる ①観光振興による地域経済活性化
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基本目標Ⅳ

3

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

いきいきと活力あふれるまち

観光振興による地域経済活性化

事業年度 地域資源を生かした観光振興

事　業　名 広域観光連携推進事業

所　　　管 産業課

成果目標

　H27年実績（県観光動態調査報告書より）約134万人（日帰り105万人、宿泊29万人）となってい
る。高速道路の延伸による関西圏からの日帰り観光者の増加がみられる反面、H28年度には町
内の大型ホテルが1件廃業したことなどより減少した宿泊者数を回復させることを主たる目標とす
る。
　観光客総数140万人を目標とする。

達成状況

　H29　約136万人（日帰客113万人、宿泊客23万人）
　Ｈ30　約160万人（日帰客114万人、宿泊客46万人）

　高速道路の延伸による日帰客の増加に加えて、Ｈ30に町内に大型ホテルが開業したことと、近
隣町の旅館閉館の影響によって宿泊客が大幅に増加した。Ｈ28より減少傾向にあった宿泊客数
は回復し、目標を達成した。

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 2,338 2,666 2,592 7,596

財
源
内
訳

2,338 2,666 2,592 7,596

指　　標 改訂

総観光客数　140万人／年（H31迄に） H29年12月

４．安定した雇用をつくる ①観光振興による地域経済活性化
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基本目標Ⅳ

基本目標Ⅴ

3
2

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

事業年度

　日本遺産(河内祭り)と九龍島に関連した古座街道ウォーク、世界遺産とサラシ首岩をコースに組
み込んだ大辺路ウォーク(和深～田並)の２ルートを開発した。

※直近の関連ウォークは以下の通り。
　H29年度　8件　200名
　H30年度　７件　106名
　R1年度　　9件　(見込み)

所　　　管

成果目標

　南紀熊野ジオパーク：新たなジオツアーを開発。3件（累計）
　各観光資源を生かしたツアー・ルートの開発。大筋にジオ・世界遺産・日本遺産を決め、それぞ
れを組み込んだルートとする。各観光資源に2件程度。

達成状況

産業課

観光振興による地域経済活性化

環境保全対策の推進

地域資源を活かした観光振興／環境保全活動の推進

事　業　名 世界遺産・日本遺産・南紀熊野ジオパークと連携した観光推進

3,222

いきいきと活力あふれるまち

自然と共生やさしいまち

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 1,074 1,074 1,074 3,222

４．安定した雇用をつくる ①観光振興による地域経済活性化

財
源
内
訳

指　　標 改訂

総観光客数　140万人／年(H31迄に） H29年12月

１．安全で安心な時代にあったまちをつくる ⑤環境保全対策の推進

ジオツアーの立案　12件（5年間累計） H29年12月

1,074 1,074 1,074
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基本目標Ⅳ

3

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

いきいきと活力あふれるまち

観光振興による地域経済活性化

事業年度 新たな魅力の発信

事　業　名 道の駅「くしもと橋杭岩」管理事業

所　　　管 産業課

成果目標

　道の駅利用客数　年間103千人。売上130百万円。（H28比110％、H26比140％）（H31年まで）

達成状況

　H29年度の利用客数は97千人、売上は126百万円
　H30年度の利用客数は102千人、売上は136百万円
　H31年度の利用客数は90千人、売上は127百万円(見込み、10月末までの前年比率で算定)

　H30年度は目標をほぼ達成できた。しかしH31年度は夏期と10月の連休に悪天候(台風)の影響
により目標達成は難しい。

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 991 1,282 1,227 3,500

４．安定した雇用をつくる ③商業・産業の活性化

財
源
内
訳

991 1,282 1,227 3,500

指　　標 改訂

道の駅利用客数　10.3万人／年（H31迄に） H29年12月

４．安定した雇用をつくる ①観光振興による地域経済活性化
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基本目標Ⅳ

3

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

いきいきと活力あふれるまち

観光振興による地域経済活性化

事業年度 新たな魅力の発信

事　業　名 インバウンド観光事業

所　　　管 産業課

成果目標

　公共Wi-Fi設置数　3年間累計　3ヵ所

達成状況

　H29年度　1件（潮風の休憩所）
　H30年度　0件
　H31年度　1件（橋杭海水浴場管理棟）

　期間中2件の公共Wi-Fi設置にとどまっているが、民間にWi-Fi設置の動きが広がっているため、
その推移を見守りたい。

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 - - 91 91

財
源
内
訳

91 91

指　　標 改訂

観光地、公共施設等へのWi-Fi整備　7ヵ所（5年間累計） H29年12月

４．安定した雇用をつくる ①観光振興による地域経済活性化
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基本目標Ⅳ

3

» 29 30 31 »

●事業の内容

25%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

いきいきと活力あふれるまち

観光振興による地域経済活性化

事業年度 新たな魅力の発信

事　業　名 ユニバーサルツーリズムの促進事業

所　　　管 産業課

成果目標

　バリアフリー化の実施、またはバリア情報及びその対策情報等のＳＮＳでの情報発信、ＨＰや観
光パンフレットへの掲載数　2件／年

達成状況

　R1年10月4日、株式会社　フリービットEPARKヘルスケアが運営するバリアフリー情報Webサイ
ト『バリナビ』にトルコ記念館及び日米修交記念館の写真等を提供し、バリア情報を発信した。

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 - - - -

財
源
内
訳

指　　標 改訂

４．安定した雇用をつくる ①観光振興による地域経済活性化
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基本目標Ⅳ

4

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

いきいきと活力あふれるまち

UIJターン串本暮らしの推進

事業年度 移住定住事業の強化／情報発信交流の強化

事　業　名 移住交流促進事業

所　　　管 産業課

成果目標

　移住・就職セミナー等への参加　2回／年
　現地体験会の開催　１回／年
　新規就業支援　12件／3年間

達成状況

【実績】
　移住・就職セミナー等への参加　2回／年　　H29：2回　H30：2回　H31：2回
　現地体験会の開催  1回／年　　                 H29：0回　H30：1回　H31：0回
　新規就業支援　12件／3年間　　                H29：3回　H30：8回　H31：2回

達成度

15 15 15 45

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 30 30 30 90

４．安定した雇用をつくる ②農林水産業活性化

３．串本町へ新しい人の流れをつくる ②若者の就職支援と後継者育成

移住・就職セミナー　10回（5年間累計）

現地体験会参加　4回（5年間累計） H29年12月

財
源
内
訳

15 15 15 45

指　　標 改訂

短期滞在住宅の利用　15件／年 H29年12月

３．串本町へ新しい人の流れをつくる ①U・Iターン串本暮らしの推進
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基本目標Ⅳ

5

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

いきいきと活力あふれるまち

地域資源を活かした交流の推進

事業年度 交流活動の推進

事　業　名 教育旅行推進事業

所　　　管 産業課

成果目標

　教育旅行については、年間20校、総宿泊3,000泊を目標とする。
　合宿については、年間20件、総宿泊2,000泊を目標とする。

達成状況

　教育旅行
　Ｈ29　15校（民泊 1,699泊、ホテル泊 1,125泊　計 2,824泊）
　Ｈ30　10校（民泊 1,301泊、ホテル泊 364泊　計 1,665泊）
　Ｈ31　11校（民泊 1,258泊　ホテル泊 370泊　計 1,628泊）

　学校や旅行会社に向けて誘致活動を積極的に実施したが、目標達成には至っていない。長年多く来町して
いた埼玉県の高校がＨ30から定期的な方面変更となり、その分来町学校数が減少した。
　H30より教育旅行誘致協議会は南紀串本観光協会と事業統合。
　
　合宿
　H29　9,813泊
　Ｈ30　9,211泊

　南紀エリアスポーツ合宿誘致推進協議会として広域で誘致を進め、目標を大幅に上回った。

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 7,376 102 151 7,629

財
源
内
訳

指　　標 改訂

20校（総宿泊3,000泊）／年（H31迄に） H29年12月

7,376 102 151 7,629

③地域資源を活かした交流の推進

４．安定した雇用をつくる ①観光振興による地域経済活性化

３．串本町へ新しい人の流れをつくる
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基本目標Ⅳ

5

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

いきいきと活力あふれるまち

地域資源を活かした交流の推進

事業年度 交流活動の推進

事　業　名 体験型観光客誘致事業

所　　　管 産業課

成果目標

　体験型観光客数　5,000人／年

達成状況

　H29　5,576人
  H30　5,866人
　H31　6,595人
　教育旅行誘致・誘客広報活動と併せて誘致活動を実施。海の家がＨ29から3シーズンオープン
となり、夏以外でも利用可能となった。他の体験事業者も含めてシーカヤックやシュノーケリング
などのマリンアクティビティを中心に、徐々に客数は増加してきている。
　
　H29までは串本アウトドアフェスティバル実行委員会として活動していたが、H30から南紀串本観
光協会と事業統合している。

達成度

9,147 9,147

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 12,350 - - 12,350

４．安定した雇用をつくる ①観光振興による地域経済活性化

財
源
内
訳

3,203 3,203

指　　標 改訂

体験型観光客数　5,000人／年

３．串本町へ新しい人の流れをつくる ③地域資源を活かした交流の推進
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基本目標Ⅳ

5

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

合宿件数　20件　（総宿泊2,000泊）／年

３．串本町へ新しい人の流れをつくる ③地域資源を活かした交流の推進

820 3,373

財
源
見
込

745 1,202 820 2,767

いきいきと活力あふれるまち

地域資源を活かした交流の推進

事業年度 交流活動の推進

事　業　名 スポーツ合宿誘致

所　　　管 教育課・産業課

成果目標

　合宿件数　20件　（総宿泊2,000泊）／年

達成状況

H29年度実績：39件　　9,813泊／年
H30年度実績：51件　　9,211泊／年
H31年度見込：50件　　9,500泊／年
　県外宿泊者数については、南紀エリアスポーツ合宿誘致推進協議会と連携し目標宿泊人数を上
回ることができた。

４．安定した雇用をつくる ①観光振興による地域経済活性化

達成度

125 481

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 870 1,683
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基本目標Ⅳ

6

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

いきいきと活力あふれるまち

若者の就職支援と後継者育成

事業年度 次世代後継者育成

事　業　名 農業・林業・漁業働き手の確保支援

所　　　管 産業課

成果目標

　新規就業支援　20件／5年間
　短期滞在型住宅利用件数　15件／年

達成状況

【実績】
　新規就業支援　20件／5年間　　H27：4回　H28：3回　H29：3回　H30：3回　H31：3回　合計：16回
　短期滞在型住宅利用件数　　    H29：25件　H30：18件　H31：11件　合計：54件

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 306 315 411 1,032

４．安定した雇用をつくる ②農林水産業活性化

短期滞在住宅の利用　15件／年 H29年12月

財
源
内
訳

306 315 411 1,032

指　　標 改訂

新規就業支援　20件／5年間累計

３．串本町へ新しい人の流れをつくる ②若者の就職支援と後継者育成
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1

2

まち・ひと・しごと創生総合戦略上の主要対象項目

１．安全で安心な時代に合ったまちをつくる

循環型社会の形成促進

環境保全対策の推進
基本目標Ⅴ

⑤環境保全対策の推進

基本目標Ⅴ

自然と共生やさしいまち
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基本目標Ⅴ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

自然と共生やさしいまち

循環型社会の形成促進

事業年度 自然環境に配慮した施設計画

事　業　名 特定環境保全公共下水道事業

所　　　管 建設課

成果目標

　今回の整備計画策定を基に、施設管理についての計画を立て、健全な下水道事業を行ってい
く。

達成状況

　未整備区域への管路の延伸をすべく、設計及び工事着手した。ストックマネージメント計画の策
定が完了し優先順位をつけたうえで計画的な修繕を行った。

事　業　費 7,014 10,710 54,703 72,427

3,507 6,590 27,353 37,450

財
源
内
訳

3,507 4,120 27,350 34,977

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計

達成度

指　　標 改訂
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基本目標Ⅴ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

汚水処理人口普及率　34.2%(H26)　→　39.1%(H31)　

１．安全で安心な時代に合ったまちをつくる ⑤環境保全対策の推進

財
源
内
訳

3,988 6,124 8,778 18,890

自然と共生やさしいまち

循環型社会の形成促進

事業年度 循環型社会の促進

事　業　名 浄化槽設置整備補助事業

所　　　管 住民課

成果目標

　H27年度実績　63基　事業費21,326千円
　H28年度実績　58基　事業費20,504千円
　
　紀南広域地域計画において、H28年度から32年度の5年間を第2期計画として、合計390基、事
業費139,270千円を予定している。
　単年度では、それぞれ78基、27,854千円の事業費となっている。

達成状況

H29年度実績　35基（うち単独処理浄化槽撤去2基）　事業費11,964千円　汚水処理人口普及率
40.48％
H30年度実績　53基（うち単独処理浄化槽撤去2基）　事業費18,372千円　汚水処理人口普及率
42.41％

達成度

7,976 12,248 16,806 37,030

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
              達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 11,964 18,372 25,584 55,920
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基本目標Ⅴ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

0%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

１．安全で安心な時代に合ったまちをつくる ⑤環境保全対策の推進

財
源
見
込

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 － － － －

所　　　管 企画課

成果目標

　地元関係者を対象に事業内容への理解促進や気運醸成、情報・課題の共有を図る。

達成状況

　海洋再生エネルギーに関する事業者の動きがなかったので、特に取組は行っていない。

自然と共生やさしいまち

循環型社会の形成促進

事業年度 循環型社会の推進

事　業　名 再生可能エネルギーの調査・研究
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基本目標Ⅴ

2

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 442 442 442 1,326

所　　　管 教育課

成果目標

　他の関係機関と連携し、大切な自然である熊野古道大辺路を活用し串本町をアピールする。
　串本町の熊野古道大辺路を活用した事業参加者　200人／年

達成状況

　他の大辺路地域の市町村と連携をとり、大辺路地域全体での広報・周知活動を行った。
　串本町の熊野古道大辺路を活用した事業は実施できなかったため、目標の一部が達成できな
かった。

自然と共生やさしいまち

環境保全対策の推進

事業年度 環境保全活動の推進

事　業　名 熊野参詣道大辺路管理事業

財
源
見
込

442 442 442 1,326

指　　標 改訂

１．安全で安心な時代にあったまちをつくる ⑤環境保全対策の推進
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基本目標Ⅴ

2

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

サンゴ食害生物の駆除活動　2,500個体／年 H29年12月

１．安全で安心な時代にあったまちをつくる ⑤環境保全対策の推進

財
源
内
訳

350 350 350 1,050

４．安定した雇用をつくる ①観光振興による地域経済活性化

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 350 350 350 1,050

所　　　管 産業課

成果目標

　保護活動支援数　　5件／年

達成状況

H29年度　サンゴを食害する動物駆除実行委員会の報告書作成　計5回
　実績21回、オニヒトデ679個体、巻貝2,871個体を駆除
H30年度　サンゴを食害する動物駆除実行委員会の報告書作成　計5回
　実績22回、オニヒトデ954個体、巻貝43個体を駆除
H31年度　サンゴを食害する動物駆除実行委員会の報告書作成　計5回

四半期ごとに1回、年間報告1回の計5回報告書作成。

自然と共生やさしいまち

環境保全対策の推進

事業年度 景観の保全促進

事　業　名 観光資源の保護活動
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基本目標Ⅴ

2

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 63,514 31,673 31,036 126,223

所　　　管 教育課

成果目標

　運動公園利用者に気持ち良く利用してもらう。また、利用者増加に繋げていく。
　テニスやサッカー、野球を中心として天然芝のグラウンドは貴重な施設であり、利用者には満足
されている。余暇を楽しく過ごせる場の提供と合宿誘致により串本町の活性化を図り、施設利用
者数を増やす。

H28年度実績　野球場6,000人　多目的Ｇ8,000人　雨天練習場11,000人　ﾃﾆｽｺｰﾄ3,000人

達成状況

H29年度実績：利用者数（野球場6,133人、多目的G10,577人、雨天8,558人、テニス3,330人）
H30年度実績：利用者数（野球場5,857人、多目的G11,409人、雨天9,005人、テニス2,249人）
H31年度見込：利用者数（野球場6,000人、多目的G11,000人、雨天9,000人、テニス2,500人）
Ｈ30年度から新たにトイレ2箇所（週２回）の清掃委託を行い良好な状態を維持。Ｈ30年度には、
野球場のアルミ型バッテングゲージを購入。運動公園周辺の草刈について年2回実施。
施設、芝管理について良好な状態を維持しすることができた。

自然と共生やさしいまち

環境保全対策の推進

事業年度 景観の保全促進

事　業　名 都市公園・緑地の整備促進事業

財
源
見
込

63,514 31,673 31,036 126,223

指　　標 改訂

１．安全で安心な時代にあったまちをつくる ⑤環境保全対策の推進
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基本目標Ⅴ

2

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

一斉清掃活動実施　2回／年

１．安全で安心な時代に合ったまちをつくる ⑤環境保全対策の推進

財
源
内
訳

500 500 500 1,500

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 500 500 500 1,500

所　　　管 住民課

成果目標

　一斉清掃活動　2回実施／年
　不法投棄巡回パトロール
　広報・チラシによる啓発活動

達成状況

　一斉清掃を毎年2回実施した
　不法投棄巡回パトロールを実施した
　広報・チラシによる啓発活動を行った

自然と共生やさしいまち

環境保全対策の推進

事業年度 環境美化意識の推進

事　業　名 不法投棄防止に係る事業
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1

2

3

基本目標Ⅵ

町民協働のまちづくり推進

人権尊重・男女共同参画社会の形成

時代に合った効率的な行政運営

基本目標Ⅵ

手をとりあい共に歩むまち
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基本目標Ⅵ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

手をとりあい共に歩むまち

町民協働のまちづくり推進

事業年度 情報発信・情報交換活動の推進

事　業　名 広報広聴事業

所　　　管 企画課

成果目標

　町民に親しまれる広報紙作りを目指し、町民にとって関心の高い情報を掲載する一方、町民が
登場する機会を増やすなど、住民参加型の紙面づくりを推進する。また広報紙への有料広告掲
載について、毎月5件以上の掲載数を確保し、年間を通じて安定した歳入額を得られるようにす
る。
　ホームページの更新について、各課から幅広く情報を収集し、掲載内容の充実を図る。また、
利用者にとってわかりやすい情報掲載になるよう工夫し、活用しやすいページ作りに努める。

達成状況

　広報誌には町民の関心が高く、有益になるような情報を掲載するよう努めた。有料広告は毎月
5件以上の掲載数を確保できており、安定した歳入を得ている。ただし、町民が登場する機会を増
やすことができず、住民参加型の紙面づくりへの推進が必要である。
　H30年度にはホームページを改修し、利用者にとってわかりやすく情報を掲載できるようにした。
わかりやすいページとなったことで、各課からの情報掲載の依頼も増え、内容の充実が図られて
いる。また、ホームページでもバナー広告の掲載を開始し、歳入を得られるようにした。

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 4,120 6,366 3,987 14,473

財
源
見
込

3,758 5,982 3,555 13,295

362 384 432 1,178

指　　標 改訂
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基本目標Ⅵ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

50%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

手をとりあい共に歩むまち

町民協働のまちづくり推進

事業年度 まちづくり支援

事　業　名 まちづくり応援事業

所　　　管 企画課

成果目標

　年度内で補助金交付団体を4団体を目標とする。当補助制度を広報、ホームページ等で周知
し、申請団体の増加を目指す。

達成状況

　H29年度は3団体から申請があり、すべて採択（うち1団体は事業の実施に至らず）。補助額は
44万円。
　申請件数や補助額が少ないことから、H30年度からは予算額を120万円から60万円に減額。補
助金交付団体は年度内で2団体とした。
　H30年度は1団体から申請があり、補助額は5万5千円。
　H31年度（R1年度）は、申請のあった3団体を採択している。

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 440 55 600 1,095

財
源
見
込

440 55 600 1,095

指　　標 改訂
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基本目標Ⅵ

1

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

総観光客数　140万人／年（H31迄に） H29年12月

３．串本町へ新しい人の流れをつくる ③商業・産業の活性化

11,241 40,623

財
源
内
訳

4,783 3,314 3,895 11,992

13,808 7,477 7,346 28,631

手をとりあい共に歩むまち

町民協働のまちづくり推進

事業年度 町づくり意識の高揚

事　業　名 各種まつり・イベント等の開催支援

所　　　管 産業課

成果目標

　町民の各種イベントへの参加・協働を支援することで、町づくり意識を高めることを推進してい
く。

達成状況

　従来のイベントについては参加協働を支援し予定通り開催できた。
　しかし、イベントによっては日程が重なってきているところがあり、今後継続的に実施するかも含
めて検討が必要である。
・河内祭の夕べ実行委員会への支援（1,350千円）
・橋杭ビーチサマーサマーフェスティバルへ（南紀串本観光協会）の支援（7,600千円）※30年度
　廃止
・串本まつりの開催（2,500千円）
・南紀串本観光協会 古座（500千円）※30年度廃止
・JAPANビルフィッシュトーナメント（H31:3,895千円）
・アウトドアフェスティバル（400千円）※30年度廃止
・紀の国トレイナート（200千円）

４．安定した雇用をつくる ①観光振興による地域経済活性化

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 18,591 10,791
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基本目標Ⅵ

2

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

手をとりあい共に歩むまち

人権尊重・男女共同参画社会の形成

事業年度 男女共同参画への意識の醸成

事　業　名 男女共同参画基本計画策定事業

所　　　管 企画課

成果目標

　男女共同参画基本計画を策定する。
H29年度～30年度　策定に向けた準備（啓発などの講演会、アドバイザー派遣等）
H30年度　住民向けアンケート等の実施及び計画策定

達成状況

H30年度中
　・県男女共同参画センター主催男女共同参画公開セミナーin串本を開催
　・住民向けアンケート実施
　・計画策定未完了

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 - 1,650 1,775 3,425

財
源
見
込

1,650 1,775 3,425

指　　標 改訂

２．若い世代に優しいまちをつくる ②出産・子育て・教育支援
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基本目標Ⅵ

2

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

手をとりあい共に歩むまち

人権尊重・男女共同参画社会の形成

事業年度 人権教育・啓発活動の推進

事　業　名 平和学習推進事業

所　　　管 教育課

成果目標

・第五福竜丸建造70周年記念行事の実施　参加者200人以上　【H29年度】
・戦争史跡標柱の新規設置、修繕　3箇所程度　【H29～H31】

達成状況

H29年度　第五福竜丸建造７０年歴史展実施（H29.8.1～6）　参加者延べ404名
・パネル展、映画「放射線を浴びたＸ年後」上映会、市田真理氏講演会
H31年度　第五福竜丸被爆６５年の歴史展実施（R1.8.6～11）　参加者延べ373名
・パネル展、映画「放射線を浴びたＸ年後２」上映会、山下正寿氏講演会

戦争史跡標柱
新規設置なし、修繕：H30（１件）、R1（１件）
第五福竜丸記念行事を実施できてた。戦争史跡標柱に関しては委員会で検討した結果、新規設
置の必要はないと判断したため、目標は達成できた。

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 410 - 450 860

財
源
見
込

410 450 860

指　　標 改訂
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基本目標Ⅵ

2

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

手をとりあい共に歩むまち

人権尊重・男女共同参画社会の形成

事業年度 人権教育・啓発活動の推進

事　業　名 保護者学級開設事業

所　　　管 教育課

成果目標

　多くの保護者が参加し、多種多様化する人権問題に対する理解と認識を深め、自らの課題とし
て、その解決に向けた自覚を深めていくことを目指す。
　H28年度保護者参加実績（709名）と同等以上を維持する。

達成状況

　参加保護者数：H29年度 652人、H30年度 788人、R1年度 789人

達成度

135 135 135 405

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 270 270 270 810

財
源
見
込

135 135 135 405

0

指　　標 改訂
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基本目標Ⅵ

2

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

手をとりあい共に歩むまち

人権尊重・男女共同参画社会の形成

事業年度 人権教育・啓発活動の推進

事　業　名 人権啓発新聞「わがらのまち」発行事業

所　　　管 教育課

成果目標

　年1回（年度末）、大人の人権啓発文書（3作）および町内小・中学校の児童・生徒による人権作
文（14作）を掲載した啓発新聞を作成し、町内に全戸配布。

達成状況

　年1回（年度末）、大人の人権啓発作文（3作）及び町内小・中学校の児童・生徒による人権作文
（各校1作）を掲載した啓発新聞を作成し、町内に全戸配布した。

達成度

100 100 100 300

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 212 249 310 771

財
源
見
込

112 149 210 471

指　　標 改訂
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基本目標Ⅵ

3

» 29 30 31 »

●事業の内容

75%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

財
源
見
込

27,897 12,563 23,232 63,692

手をとりあい共に歩むまち

時代に合った効率的な行政運営

事業年度 健全な財政運営

事　業　名 安定財源確保への取組み事業（町税・使用料等）

所　　　管 税務課

成果目標

１．町税の徴収率　県平均に向けて取り組む
　　※H28年度県平均96.3％　当町92.1％（▲4.2）
２．住宅使用料の徴収率　現年度分97％　滞納分5％に向けて取り組む
　　※H28年度　現年度分96.12％　滞納分4.74％

達成状況

１．町税の徴収率　H30年度　県平均96.9％　当町93.7％（▲3.2％）
２．住宅使用料の徴収率
　　H30年度　現年度分99.12％（前年比＋2.93％）　滞納分13.81％（前年比＋8.81％）

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 27,897 12,563 23,232 63,692
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基本目標Ⅵ

3

» 29 30 31 »

●事業の内容

100%

●事業費（単位：千円）

国・県
支出金
一般
財源

その他

●総合戦略での成果目標

●総合戦略での事業の位置づけ

指　　標 改訂

財
源
見
込

670 680 680 2,030

達成度

0％・・・・・目標達成に向けた検討を行うことができなかった
25％・・・・目標達成に向けた検討は行ったが、具体的な取組みに至らなかった
50％・・・・目標達成に向け、一部、具体的な取組みを行った
75％・・・・目標達成に向け具体的な取組みを行い、概ね目標を達成したが、諸条件により一部については
             達成できなかった
100％・・・目標通り達成できた

平成29年度 平成30年度 平成31年度 計
事　業　費 670 680 680 2,030

所　　　管 総務課

成果目標

　業務量の増加および人員減により研修に割ける時間は限られているが、一人一人の資質の向
上を図り、事務の効率化を目指すため、計画年度期間中毎年度、和歌山県市町村職員研修協
議会の一般研修、専門研修、特別研修の受講者を、全職員に対する割合で15％以上とする。

達成状況

H29年度：研修受講者70人　4月1日現在職員数364人　割合19.2％
H30年度：研修受講者57人　4月1日現在職員数364人　割合15.7％
H31年度（R1.9.30現在）：研修受講者74人　4月1日現在職員数361人　20.5％

※各年度の4月1日現在職員数は、地方公務員定員管理調査による

手をとりあいともに歩むまち

時代に合った効率的な行政運営

事業年度 人材の育成

事　業　名 職員研修事業
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各課別事業一覧
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担当課

Ｎｏ． 頁

1 P32

2 P33

3 P42

4 P45

5 P72

6 P73

7 P93

8 P107

9 P147

10 P155

11 P156

12 P158

コミュニティバス運行事業 基本目標Ⅰ-4

企画課

合計事業数 12

事　　業　　名 長計の項目

ＪＲ利用促進啓発事業 基本目標Ⅰ-4

携帯電話等不感地区減少活動 基本目標Ⅰ-6

行政サービスの情報化推進事業 基本目標Ⅰ-6

であいふれあい事業 基本目標Ⅱ-3

結婚祝い金事業 基本目標Ⅱ-3

串本古座高等学校との協力及び連携事業 基本目標Ⅲ-1

本州四端交流事業 基本目標Ⅲ-4

再生可能エネルギーの調査・研究 基本目標Ⅴ-1

広報広聴事業 基本目標Ⅵ-1

まちづくり応援事業 基本目標Ⅵ-1

男女共同参画基本計画策定事業 基本目標Ⅵ-2
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担当課

Ｎｏ． 頁

1 P7

2 P8

3 P9

4 P10

5 P13

6 P14

7 P15

8 P16

9 P17

10 P18

11 P19

12 P20

13 P21

14 P26

15 P27

16 P28

17 P29

18 P106

19 P163

避難路整備事業 基本目標Ⅰ-1

総務課

合計事業数 19

事　　業　　名 長計の項目

西向避難路整備事業 基本目標Ⅰ-1

田並地区防災拠点施設整備事業 基本目標Ⅰ-1

公共施設（庁舎）高台移転 基本目標Ⅰ-1

大規模防災訓練の実施 基本目標Ⅰ-1

防災出前講座事業 基本目標Ⅰ-1

防災行政無線同報系戸別受信機普及推進事業 基本目標Ⅰ-1

家具転倒防止器具取付事業 基本目標Ⅰ-1

ブロック塀等撤去改善補助事業 基本目標Ⅰ-1

自主防災組織活動支援事業 基本目標Ⅰ-1

公共建築物耐震診断及び耐震改修事業 基本目標Ⅰ-1

一般住宅耐震診断補助事業 基本目標Ⅰ-1

一般住宅耐震改修補助事業 基本目標Ⅰ-1

交通安全運動啓発事業 基本目標Ⅰ-2

防犯灯設置・修繕補助事業 基本目標Ⅰ-2

公営住宅の建替事業及び長寿命化事業 基本目標Ⅰ-3

有田大山住宅建替事業 基本目標Ⅰ-3

国際交流事業 基本目標Ⅲ-4

職員研修事業 基本目標Ⅵ-3
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担当課

Ｎｏ． 頁

1 P12

2 P31

3 P41

4 P113

5 P114

6 P115

7 P116

8 P117

9 P118

10 P119

11 P120

12 P121

13 P122

14 P123

15 P124

16 P125

17 P126

18 P127

19 P128

20 P129

21 P130

22 P131

23 P132

24 P133

25 P134

26 P135

27 P136

28 P137

29 P138

30 P139

31 P141

32 P149

33 P157

ユニバーサルツーリズムの促進事業 基本目標Ⅳ-3

移住交流促進事業 基本目標Ⅳ-4

教育旅行推進事業 基本目標Ⅳ-5

各種まつり・イベント等の開催支援 基本目標Ⅵ-1

体験型観光客誘致事業 基本目標Ⅳ-5

農業・林業・漁業働き手の確保支援 基本目標Ⅳ-6

観光資源の保護活動 基本目標Ⅴ-2

世界遺産・日本遺産・南紀熊野ジオパークと連携した観光推進 基本目標Ⅳ-3/Ⅴ-2

道の駅「くしもと橋杭岩」管理事業 基本目標Ⅳ-3

インバウンド観光事業 基本目標Ⅳ-3

水産関連企業の誘致推進 基本目標Ⅳ-2

古民家リノベーション事業（ﾆｭーﾂｰﾘｽﾞﾑ等の育成支援） 基本目標Ⅳ-3

広域観光連携推進事業 基本目標Ⅳ-3

国道42号を活用した地域活性化事業 基本目標Ⅳ-3

創業希望者・創業支援事業 基本目標Ⅳ-2

地場産業育成及び観光事業等推進資金補助金事業 基本目標Ⅳ-2

宿泊施設を中心とした観光産業の立地推進 基本目標Ⅳ-2

小売店舗等消費拡大事業 基本目標Ⅳ-2

小規模利子補給事業 基本目標Ⅳ-2

商工会等団体活動の支援 基本目標Ⅳ-2

紀州材利用定住促進住宅等建設費補助金事業 基本目標Ⅳ-1

浜の活力再生プラン推進事業 基本目標Ⅳ-1

6次産業化への支援事業 基本目標Ⅳ-1

漁業施設の維持管理推進事業 基本目標Ⅳ-1

鳥獣害対策の強化事業 基本目標Ⅳ-1

特産品・名産品のブランド化・販売力強化促進事業 基本目標Ⅳ-1

稲村農道新設事業 基本目標Ⅳ-1

林道維持管理事業 基本目標Ⅳ-1

種苗放流・磯根資源再生事業 基本目標Ⅳ-1

空き家利活用の推進事業 基本目標Ⅰ-3

観光地・公共施設等へのWi-Fi整備 基本目標Ⅰ-6

遊休農地活用支援事業 基本目標Ⅳ-1

農村地域防災減災事業 基本目標Ⅰ-1

産業課

合計事業数 33

事　　業　　名 長計の項目
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担当課

Ｎｏ． 頁

1 P43

2 P44

3 P68

4 P81

5 P91

6 P92

7 P94

8 P95

9 P96

10 P97

11 P98

12 P100

13 P101

14 P102

15 P103

16 P104

17 P105

18 P108

19 P109

20 P140

21 P148

22 P150

23 P159

24 P160

25 P161

保護者学級開設事業 基本目標Ⅵ-2

人権啓発新聞「わがらのまち」発行事業 基本目標Ⅵ-2

スポーツ合宿誘致 基本目標Ⅳ-5

平和学習推進事業 基本目標Ⅵ-2

熊野参詣道大辺路管理事業 基本目標Ⅴ-2

都市公園・緑地の整備促進事業 基本目標Ⅴ-2

読み聞かせ事業 基本目標Ⅲ-3

町文化財等・文化活性化保存継承推進事業 基本目標Ⅲ-5

歴史・文化・芸術活動の支援 基本目標Ⅲ-5

総合型地域スポーツクラブ事業 基本目標Ⅲ-2

総合運動公園等管理事業 基本目標Ⅲ-2

地域共育コミュニティ形成促進事業 基本目標Ⅲ-3

成人教育講座開設事業 基本目標Ⅲ-2

公民館活動事業 基本目標Ⅲ-2

町民大運動会事業 基本目標Ⅲ-2

歴史・文化財の保存継承事業 基本目標Ⅲ-1

教職員研修 基本目標Ⅲ-1

文化自主事業公演助成事業 基本目標Ⅲ-2

小中学校統廃合の検討推進事業 基本目標Ⅲ-1

学校給食を通じた食育の推進 基本目標Ⅲ-1

学校情報セキュリティ強靭化システム事業 基本目標Ⅲ-1

ＩCＴ講習会等知識・能力習得支援事業 基本目標Ⅰ-6

各種高齢者スポーツ大会事業 基本目標Ⅱ-2/Ⅲ-2

学校給食事業 基本目標Ⅱ-4

教育施設の老朽化ＰＣ・ソフトウェアの更新事業 基本目標Ⅰ-6

教育課

合計事業数 25

事　　業　　名 長計の項目
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担当課

Ｎｏ． 頁

1 P52

2 P53

3 P54

4 P55

5 P57

6 P58

7 P59

8 P60

9 P61

10 P62

11 P63

12 P64

13 P65

14 P66

15 P67

16 P69

17 P70

18 P71

19 P74

20 P76

21 P77

22 P78

23 P79

24 P85

25 P87

26 P99老人クラブ助成事業 基本目標Ⅲ-2

発達相談指導事業 基本目標Ⅱ-4

家庭内育児支援事業 基本目標Ⅱ-4

出産・子育て支援情報の一元化事業 基本目標Ⅱ-4

プレママ女子会（旧マタニティ教室）・離乳食教室等各種教室の支援整備事業 基本目標Ⅱ-4

こんにちは赤ちゃん訪問事業 基本目標Ⅱ-4

乳幼児健康診査事業 基本目標Ⅱ-4

緊急通報システム運営事業 基本目標Ⅱ-2

敬老会事業 基本目標Ⅱ-2

一般不妊・不育治療費助成事業 基本目標Ⅱ-4

介護保険事業計画策定事業 基本目標Ⅱ-2

串本町シルバー人材センター助成事業 基本目標Ⅱ-2

全国健康福祉祭（ねんりんピック）和歌山大会開催準備事業 基本目標Ⅱ-2

地域福祉計画策定事業 基本目標Ⅱ-1

介護予防・地域支え合い事業 基本目標Ⅱ-2

隣保館デイサービス事業 基本目標Ⅱ-2

身体心身障害者（児）福祉年金等支給事業 基本目標Ⅱ-1

串本町社会福祉協議会助成事業 基本目標Ⅱ-1

民生委員児童委員協議会助成事業 基本目標Ⅱ-1

地域生活支援事業 基本目標Ⅱ-1

福祉タクシー事業 基本目標Ⅱ-1

障害者自立支援給付事業 基本目標Ⅱ-1

健康増進事業 基本目標Ⅱ-1

がん検診事業 基本目標Ⅱ-1

予防接種事業 基本目標Ⅱ-1/Ⅱ-4

特定健診事業 基本目標Ⅱ-1

福祉課

合計事業数 26

事　　業　　名 長計の項目
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担当課

Ｎｏ． 頁

1 P11

2 P75

3 P80

4 P82

5 P83

6 P84

7 P86

子育て支援センター事業 基本目標Ⅱ-4

第３子以降に係る保育料助成制度 基本目標Ⅱ-4

児童虐待・DV等による相談業務の充実 基本目標Ⅱ-4

出産祝金事業 基本目標Ⅱ-4

学童保育事業 基本目標Ⅱ-4

一時預かり保育事業 基本目標Ⅱ-4

認定こども園新設事業 基本目標Ⅰ-1/Ⅱ-4

こども未来課

合計事業数 7

事　　業　　名 長計の項目
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担当課

Ｎｏ． 頁

1 P30

2 P56

3 P146

4 P151

国民健康保険運営事業 基本目標Ⅱ-1

浄化槽設置整備補助事業 基本目標Ⅴ-1

不法投棄防止に係る事業 基本目標Ⅴ-2

空き家情報の収集 基本目標Ⅰ-3

住民課

合計事業数 4

事　　業　　名 長計の項目
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担当課

Ｎｏ． 頁

1 P25

2 P34

3 P35

4 P36

5 P37

6 P145

地籍調査事業 基本目標Ⅰ-4

特定環境保全公共下水道事業 基本目標Ⅴ-1

サンゴ台中央線新設事業 基本目標Ⅰ-4

高速道路推進事業 基本目標Ⅰ-4

長寿命化修繕事業（橋梁道路構造物） 基本目標Ⅰ-4

交通安全対策整備事業 基本目標Ⅰ-2

建設課

合計事業数 6

事　　業　　名 長計の項目
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担当課

Ｎｏ． 頁

1 P38

2 P39

3 P40

水道料金の適正化 基本目標Ⅰ-5

有収率向上による経費の削減 基本目標Ⅰ-5

水道老朽管更新事業 基本目標Ⅰ-5

水道課

合計事業数 3

事　　業　　名 長計の項目
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担当課

Ｎｏ． 頁

1 P162安定財源確保への取組み事業（町税・使用料等） 基本目標Ⅵ-3

税務課

合計事業数 1

事　　業　　名 長計の項目
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担当課

Ｎｏ． 頁

1 P22

2 P23

3 P24

消防水利整備事業 基本目標Ⅰ-2

消防団活性化事業 基本目標Ⅰ-2

消防施設整備事業 基本目標Ⅰ-2

消防本部

合計事業数 3

事　　業　　名 長計の項目
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担当課

Ｎｏ． 頁

1 P49

2 P50

3 P51

修学資金貸付事業 基本目標Ⅱ-1

訪問看護事業（地域包括ケアシステムの構築） 基本目標Ⅱ-1/Ⅱ-2

医療機器等整備事業 基本目標Ⅱ-1

くしもと町立病院

合計事業数 3

事　　業　　名 長計の項目
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