
 

第 5次川棚町総合計画 

実 施 計 画 

（令和３年度～令和５年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

令和３年４月 

川  棚  町

 



1 

 

第５次川棚町総合計画実施計画 

 

 

 

 １．策定にあたって 

実施計画は、第５次川棚町総合計画の基本構想及び基本計画に掲げるまちづくりの理念、施策を効

果的に実施するための具体的事業を明らかにすることにより、総合計画の着実な実現及び各章の重点

目標との連携を図って進捗管理を目指して策定したものです。 

 

 

２．実施計画の計画期間 

本計画の期間は、令和３年度から令和５年度までの３ヵ年とします。 

なお、この計画上の事業及びその事業費等は確定したものではなく、今後の本町の財政状況や社会

経済状況等を判断しながら、毎年度見直しを行います。 

 

 

３．実施計画の対象事業 

実施計画の対象とする事業は、総合計画の基本計画に掲げる各主要施策を具体化するための主要な

事業等とします。 
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４．総合計画の体系 

将来像 章 節

1-1-1 地域福祉の推進 1-1-1-1 地域福祉推進体制の充実 1-1-1-2 地域福祉活動の充実

1-1-2-1 介護予防の推進 1-1-2-2 介護保険サービスの充実

1-1-2-3 社会参加の促進と生きがいづくり 1-1-2-4 高齢者福祉施策の充実

1-1-3-1 生活支援の充実 1-1-3-2 教育・就労の促進

1-1-3-3 社会参加の促進

1-1-4-1 地域における子育て支援の充実 1-1-4-2 子どもを健やかに産み育てる環境づくり

1-1-4-3 仕事と子育ての両立支援 1-1-4-4 安心して子育てできる生活環境づくり

1-1-4-5

1-1-5-1 国民健康保険の充実 1-1-5-2 介護保険の充実

1-1-5-3 低所得者福祉の充実 1-1-5-4 国民年金事業の推進

1-2-1-1 健康づくり基盤の整備 1-2-1-2 健康づくり活動の推進

1-2-1-3 生涯を通じた保健対策の推進

1-2-2 医療体制の充実 1-2-2-1 地域医療体制の充実 1-2-2-2 救急医療体制の充実

2-1-1-1 広域幹線道路の整備充実 2-1-1-2 地域幹線道路の整備充実

2-1-1-3 生活道路の整備充実

2-1-2-1 鉄道の利便性の向上 2-1-2-2 バスの利便性の向上

2-1-2-3 タクシーの活用の促進

2-1-3
情報ネットワークの整

備
2-1-3-1 地域情報化の推進 2-1-3-2 高度情報化への対応

2-2-1-1 上水道の整備充実 2-2-1-2 維持管理体制の充実

2-2-1-3 節水意識の高揚

2-2-2-1 下水道の整備 2-2-2-2 下水道の適正な維持管理

2-2-2-3 高度処理施設等の整備検討 2-2-2-4 合併処理浄化槽の設置促進

2-2-3-1 良好な宅地の供給促進 2-2-3-2 町営住宅の整備充実

2-2-3-3 居住環境の向上 2-2-3-4 空き家対策の推進

2-2-4-1 ごみの減量化とリサイクルの推進 2-2-4-2 ごみ処理施設の整備

2-2-4-3 産業廃棄物対策の推進

2-2-5-1 情報発信・本町の魅力ＰＲの推進 2-2-5-2 空き家バンク制度の整備

2-2-5-3 お試し滞在環境の整備 2-2-5-4 婚活の支援

2-2-5-5 農山村の活性化

2-3-1-1 公園・緑地などの整備、保全 2-3-1-2 公園・緑地の維持管理の充実

2-3-1-3 緑化の推進

2-3-2-1 川棚町らしい景観づくり 2-3-2-2 自然景観の保全

2-3-2-3 まちなみの整備

2-3-3-1 総合的な取り組みの展開 2-3-3-2 環境に対する意識の啓発

2-3-3-3 環境美化活動の促進 2-3-3-4 公害防止対策の推進

2-3-3-5 地球温暖化防止対策の推進

2-3-4
石木ダムの建設によ

る周辺地域整備
2-3-4-1 ダム建設理解に向けての取り組み 2-3-4-2 周辺地域整備の推進

2-4-1-1 総合的な防災体制の確立 2-4-1-2 消防力の強化

2-4-1-3 消防・防災対策の推進 2-4-1-4 救急体制の充実

2-4-2-1 防犯意識の高揚 2-4-2-2 防犯活動の推進

2-4-2-3 防犯環境の整備 2-4-2-4 消費者保護の推進

2-4-3 交通安全の推進 2-4-3-1 交通安全意識の高揚 2-4-3-2 交通安全施設の整備推進

3-1-1-1 学習機会の充実 3-1-1-2 施設の整備、充実

3-1-1-3 人材の発掘、養成 3-1-1-4 青少年の健全育成

3-1-1-5 家庭教育の充実

3-1-2-1 施設の整備、充実 3-1-2-2 スポーツ・レクリエーショ ン活動の振興

3-1-2-3 指導者の確保、養成

3-1-3 幼児教育の充実 3-1-3-1 幼児教育の充実

3-1-4-1 確かな学力の定着 3-1-4-2 豊かな心の育成

3-1-4-3 健やかな体の育成 3-1-4-4 学校施設・設備の整備、充実

3-2-1-1 文化・芸術事業の推進 3-2-1-2 文化・芸術活動の促進

3-2-1-3 文化財の保存、継承と有効活用

3-2-2 国際交流の促進 3-2-2-1 海外諸都市との交流の推進 3-2-2-2 外国人と住民との交流促進

3-3-1 人権教育の推進 3-3-1-1 啓発活動の推進 3-3-1-2 人権問題に関する支援の充実

3-3-2
男女共同参画社会の

実現
3-3-2-1 男女共同参画意識の醸成 3-3-2-2 男女共同参画社会の形成

4-1-1-1 生産基盤の整備 4-1-1-2 担い手及び生産組織の育成

4-1-1-3 安定した農業生産の確保 4-1-1-4 ブランド化の推進

4-1-1-5 農村環境の整備 4-1-1-6 農業の多様な展開

4-1-1-7 環境保全型農業の推進 4-1-1-8 森林の保全と林業の振興

4-1-2-1 生産基盤の整備 4-1-2-2 資源管理型漁業の推進

4-1-2-3 漁業環境の整備 4-1-2-4 ブランド力の向上

4-2-1 商業の振興 4-2-1-1 地元商業の育成 4-2-1-2 商業環境の整備

4-2-2-1 中小企業、地場産業の振興 4-2-2-2 企業立地の推進

4-2-2-3 新産業の育成、支援

4-3-1-1 観光振興に向けた基盤づくり 4-3-1-2 観光資源の整備

4-3-1-3 情報発信・観光PRの推進 4-3-1-4 観光推進組織の育成・支援

4-3-1-5 体験型観光の振興

5-1-1-1 広報・広聴及び情報提供の充実 5-1-1-2 まちづくり意識の醸成

5-1-1-3 まちづくり団体の育成、支援

5-1-2
コミュニティ活動の推

進
5-1-2-1 コミュニティ意識の醸成 5-1-2-2 コミュニティ活動の促進

5-2-1
健全な行財政運営の

推進
5-2-1-1 計画的で効率的な行政運営の推進 5-2-1-2 健全で効率的な財政運営の推進

5-2-2 広域行政の推進 5-2-2-1 周辺市町との連携 5-2-2-2 国・県との連携

2-1-2 公共交通網の整備

2-2-5 移住・定住の促進

第2-2節

快適で住み良い

環境づくり

第5章

住民と行政が

ともに歩むま

ちづくり

第5-1節

協働によるまち

づくりの推進

5-1-1 住民参加の推進

第5-2節

効率的・効果的

な行財政運営

第3-3節

人権尊重社会の

形成

第4章

活力とにぎわ

いのあるまち

づくり

第4-1節

農林水産業の振

興

4-1-1 農林業の振興

4-1-2 水産業の振興

第4-2節

商工業の振興 4-2-2 工業の振興

第3章

豊かな人間

性、魅力ある

生活文化を

育むまちづく

り

第4-3節

観光の振興
4-3-1 観光の振興

スポーツ・レクリエー

ショ ン活動の振興

3-1-4 学校教育の充実

第3-2節

文化・芸術、交流

の振興

3-2-1 文化・芸術の振興

第3-1節

生涯学習の推進

3-1-1 社会教育の充実

3-1-2

第2-4節

安全・安心の確

保

2-4-1
災害に強いまちづくり

の推進

2-4-2 防犯体制の充実

第2-3節

環境保全と美し

い景観づくり

2-3-1 公園・緑地の整備

2-3-2 美しい景観の保全

2-3-3
環境にやさしい地域づ

くり

下水道等の整備

2-2-3 住宅環境の充実

2-2-4 廃棄物の適正な処理

要保護児童等へのきめ細かな支援の充実

1-1-5 社会保障の充実

第1-2節

保健・医療環境

の充実

1-2-1 健康づくりの推進

自
然
を
愛
し
　
く
ら
し
輝
く
ま
ち

第1章

健やかで安

心して暮らせ

るまちづくり

第1-1節

福祉環境の充実

1-1-2 高齢者福祉の充実

1-1-3 障害者福祉の充実

1-1-4 子育て支援の充実

第2章

快適で安全な

暮らしを支え

るまちづくり

第2-1節

交通・情報ネット

ワークの整備

2-1-1 道路交通網の整備

2-2-1 上水道の整備

2-2-2

基　本　構　想 基　　　本　　　計　　　画

主要な施策 施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　策
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５．実施計画 

第１章  健やかで安心して暮らせるまちづくり 

 

重
点
目
標 

No 指標名 
中間目標値 

（平成 27 年度） 

実績値 

（平成 26 年度末） 

最終目標値 

（令和 3 年度） 

1 地域見守りネットワーク構築地区数  12 地区 37 地区 

2 役場の障害者雇用率 2.1% 1.75% 2.3% 

3 介護予防事業参加者数 1,150 人 1,399 人 1,500 人 

4 病児・病後児保育実施箇所数 1 箇所 0 箇所 1 箇所 

5 健康づくり事業の開催数 2 回 2 回 2 回 

6 国民健康保険税収納率(現年度分) 93.2% 93.5% 93.5%以上 

7 介護保険料収納率(現年度分＋滞納繰越分) 97.8% 96.8% 98.0%以上 

8 特定健診受診率  41.8% 60％ 

9 乳がん検診受診率 64% 52.9% 65% 

10 子宮頸がん検診受診率 49% 42.7% 50% 

11 胃がん検診受診率 28% 22.6% 30% 

12 大腸がん検診受診率 32% 29.3% 35% 

13 肺がん検診受診率 49% 33.1% 50% 

 

第1-1節 福祉環境の充実 

(主要施策 1-1-1 地域福祉の推進) 

施策 1-1-1-1 地域福祉推進体制の充実 

・福祉、保健、医療機関や、県、関係団体、地域住民との連携を強化し、支援を必要とする人の見守りや

手助けができるよう、セーフティネットとしての福祉ネットワークの拡充を図ります。 

・社会福祉協議会への指導・援助を行うことにより、その組織強化と活動の充実を図ります。 

・地域福祉を推進するため、福祉、保健、医療及び教育分野との連携を図り、地域福祉に関する啓発や

学習を通じ、福祉意識の高揚を図ります。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 担当課 

地域見守りネットワーク

事業 

要援護者台帳システムを導入

し、個々のネットワークの体制整

備を図る。 

3,402 3,400 3,400 住民福祉課 

社会福祉協議会運営

費補助 

社会福祉協議会への運営費補

助 
19,987 20,200 20,000 住民福祉課 
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施策 1-1-1-2 地域福祉活動の充実 

・民生委員児童委員に対する研修の充実と福祉情報の提供に努め、地域福祉の中心的存在としての活

動を支援します。 

・ボランティア連絡協議会の機能充実のため、その活動を支援するとともに、ボランティア講座の開催な

どにより、ボランティアの掘り起こしと能力の向上を図ります。 

・社会福祉協議会をはじめ、民生委員児童委員、自治会、老人クラブ、母子愛育班、ボランティア団体な

どとの連携を強化し、地域における福祉のネットワークづくりを推進します。 

・高齢者や障がいのある人などが社会的孤立状態に陥らないよう、自治会を中心として、地域住民、民

生委員児童委員、老人クラブ、母子愛育班、消防団などが連携し、日常の見守り活動や緊急時の支援

を行う川棚町地域見守りネットワークの構築を推進します。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 担当課 

民児協活動費補助 
民生児童委員協議会への運営

補助 
4,210 4,570 4,210 住民福祉課 

いきいきサロン活動助

成 

地区いきいきサロンの開催経費

の助成 
800 800 800 住民福祉課 

 

  

(主要施策 1-1-2 高齢者福祉の充実) 

施策 1-1-2-1 介護予防の推進 

・要介護状態とならないために、あるいは、要介護状態の悪化を防ぐため介護予防事業の取り組みを積

極的に行い、特に認知症予防事業も新規に取り組み、高齢者がいつまでもいきいきと自立した生活が

送れるよう支援します。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 担当課 

介護予防事業 

介護状態とならないよう、また介

護状態の悪化を防ぐため様々な

介護予防事業に取り組む（水中

筋力アップ教室、介護予防教

室、ふれあいサポーター実践講

座等）。 

44,647 45,000 45,000 健康推進課 

 

施策 1-1-2-2 介護保険サービスの充実 

・毎月定期的に町内の居宅介護支援事業所の介護支援専門員の連絡会を開催し、また、地域ケア会議

にサービス事業所からの参加を得ながら情報を共有し、介護保険サービスの質の向上や在宅サービス

提供体制の充実を図ります。 

・地域ケア会議を毎月定期的に開催し、地域包括支援センター・介護支援専門員・介護サービス事業所・

病院地域連携室のソーシャルワーカー・保健所保健師等の参加により連携を強化し、さらに医師会や

警察署等からの参加についても今後検討し、地域包括ケアを進めながら、適正なサービス提供体制を

構築します。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 担当課 

介護保険サービス事業 

地域包括支援センター、介護提

供事業者等との連携を強化し、

適正なサービス提供を図るととも

に介護されている家族に対して

の支援事業を展開する。 

11,406 11,500 11,500 健康推進課 
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施策 1-1-2-3 社会参加の促進と生きがいづくり 

・ふれあい教室など、高齢者のニーズに応じた生涯学習の場の充実に努めます。 

・高齢者によるスポーツ活動の充実や高齢者向け軽スポーツの普及を図り、健康づくり・体力づくり活動

を推進します。 

・老人クラブへの加入の促進やリーダーの養成を進め、老人クラブ活動の充実を支援します。 

・シルバー人材センター事業の充実及び拡大を図ります。 

・高齢者の豊かな経験を活かした世代間のふれあい交流事業やボランティア事業など、高齢者の社会活

動への参加を促進します。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 担当課 

町老連活動費補助 
町老人クラブ連合会への運営補

助 
1,319 1,319 1,319 住民福祉課 

地区老人クラブ活動費

補助 
各地区老人クラブへの運営補助 2,204 2,200 2,200 住民福祉課 

シルバー人材センター

運営補助 

シルバー人材センターへの運営

補助 
3,000 3,000 3,000 住民福祉課 

ふれあい教室 

生涯学習の場であるふれあい教

室に参加し生きがいづくりの充

実につなげる。 

175 175 175 教育委員会 

 

施策 1-1-2-4 高齢者福祉施策の充実 

・外出支援や配食サービスを委託している社会福祉協議会や地区の総代、民生委員との連絡を密にし、

今後もさらに高齢者の日常的な生活支援の充実に努めます。 

・社会福祉協議会や民生委員、各種ボランティア団体と連携を図りながら、高齢者が安心して生活できる

地域社会づくりを進めます。 

・緊急時や災害時に迅速な対応ができる川棚町地域見守りネットワークの構築を推進します。 

・利用者のニーズに応じたサービス提供のため、東彼地区保健福祉組合で運営している養護老人ホー

ムの運営基盤強化と施設・設備の充実を支援します。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 担当課 

地域見守りネットワーク

事業（再掲） 

要援護者台帳システムを導入

し、個々のネットワークの体制整

備を図る。 

3,402 3,400 3,400 住民福祉課 

養護老人ホーム措置

費 

養護老人ホームへの入所措置

経費 
52,230 53,000 53,000 住民福祉課 

養護老人ホームひさご

荘運営費 

養護老人ホームひさご荘の運営

に係る経費 
2,967 3,000 3,000 住民福祉課 

いきがいセンター屋根

防水及び給湯温水パ

ネル撤去工事 

いきがいセンターの給湯温水パ

ネルを撤去し、防水工事を行う。 
6,316 事業完了 住民福祉課 
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(主要施策 1-1-3 障害者福祉の充実) 

施策 1-1-3-1 生活支援の充実 

・障がいのある人が地域において自立した生活を送ることができるよう、ニーズに応じた各種サービスの

充実に努め、日常的な生活支援に取り組みます。 

・公共施設のバリアフリー化や防犯・防災体制の充実など、障がいのある人が安全に暮らすことができる

環境づくりに努めます。 

・保健所や医療機関、児童相談所などとの連携を図りながら、障がいの早期発見、早期療育に努めると

ともに、地域における療育体制の充実に努めます。 

・障がいのある人やその家族が必要とするサービスの情報を的確に入手し、選択できるよう相談・支援体

制の充実を図り、東彼地区障害者地域活動支援センターの機能強化を支援します。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

障害者福祉医療費 障がい者の医療費助成 31,800 31,800 31,800 住民福祉課 

障害福祉サービス事業

費 

障害者総合支援法に基づく障害

福祉サービスの提供及び障害支

援区分判定審査会関連事業 

509,408 520,000 520,000 住民福祉課 

補装具給付費 
障害者総合支援法に基づく補装

具の給付 
4,000 4,000 4,000 住民福祉課 

更生医療給付費 
障害者総合支援法に基づく自立

支援医療費の給付 
9,024 9,024 9,024 住民福祉課 

地域生活支援事業 
障害者総合支援法に基づく地域

生活支援事業の実施 
19,317 19,317 19,317 住民福祉課 

障害者福祉タクシー助

成事業 

療育手帳取得者、身障手帳１～

２級の車イス常用者、身障手帳

取得の非課税世帯視覚障害者

にタクシー利用券を交付 

600 600 600 住民福祉課 

障害者支援センター運

営委託 

東彼地区障害者地域活動支援

センターの運営委託 
11,030 11,030 11,030 住民福祉課 

 

施策 1-1-3-2 教育・就労の促進 

・特別支援教育の推進や、就学相談・進路指導の充実など障がいのある子どもの教育環境の充実に努

めます。 

・公共職業安定所（ハローワーク）との連携を図りながら障がいのある人の雇用を促進するとともに、相

談支援や各種助成制度の普及など総合的な就労支援を推進します。 

 

施策 1-1-3-3 社会参加の促進 

・さまざまな機会を通じた啓発活動や、学校・地域における福祉教育などを推進し、障がいのある人に対

する理解を促進します。 

・地域におけるスポーツ活動やレクリエーション活動、交流事業、外出支援・移動支援などの充実により

障がいのある人の社会参加、生きがいづくりを推進します。 

・社会参加の促進をサポートする活動を支援します。 
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(主要施策 1-1-4 子育て支援の充実) 

施策 1-1-4-1 地域における子育て支援の充実 

・ニーズに対応した保育サービスの充実を図るとともに、親子や異世代間の地域における交流の場づくり

など、幅広い子育て支援サービスを推進します。 

・出産や育児に関する不安や悩みを解消するため、気軽に相談でき、保護者同士が子育てに関する情

報を提供・交換できる機会、子育て支援のネットワーク整備など、子育てを互いに支え合う地域づくりを

進めます。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

保育所等給付費 

民間保育園等にかかる給付費

補助。また、第２子以降の保育

料及び 3 歳～5 歳の副食費を軽

減し、保護者負担の軽減を図

る。 

584,072 584,072 584,072 住民福祉課 

放課後児童健全育成

事業費 

保護者が労働等により昼間家庭

にいない小学生（概ね 10 歳未

満）に対し、授業終了後適切な

遊び、生活の場を与え健全育成

を図る。 

29,836 29,836 29,836 住民福祉課 

次世代育成支援対策

事業費 

障がいのある子どもが町内の保

育所等に通園できるよう、助成を

行い、障がい児保育の充実を図

る。 

2,667 2,667 2,667 住民福祉課 

児童手当費 

次代を担う子どもの健やかな育

成を図る（中学校卒業までの児

童養育手当）。 

212,229 212,229 212,229 住民福祉課 

乳幼児用おむつごみ袋

配布事業 

満 3 歳に達するまでの乳幼児を

もつ保護者に対し、おむつ処分

用ごみ袋を配布し、費用軽減を

図り福祉の向上に寄与する。 

698 698 698 住民福祉課 

乳幼児・子ども・母子・

寡婦福祉医療費 

乳幼児・子ども・母子・寡婦の医

療費補助 
29,494 33,000 33,000 住民福祉課 

育成医療給付費 

障がい児の身体障害において、

手術等の治療により確実に改善

できる者に対し、給付を行う。 

1,047 1,000 1,000 住民福祉課 

未熟児養育事業費 

養育のため入院することを必要

とする未熟児にかかる養育医療

費を負担する。 

1,001 1,001 1,001 住民福祉課 

子ども・子育て支援事

業費 

子育て支援のための、環境の充

実を図る。 
38,212 38,212 38,212 住民福祉課 

学校給食費助成（子育

て支援）事業費 

多子世帯の経済的負担を軽減

する。 

(小・中学校に就学する第 3 子以

降の給食費無料化)。 

2,776 2,600 2,500 教育委員会 
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施策 1-1-4-2 子どもを健やかに産み育てる環境づくり 

・母子の健康づくりに関する相談や各種健康診査、小児医療体制の充実、子育てサークル等を通じた親

子の仲間づくりの場の提供などにより、親子がともに健やかに過ごし成長することができる環境づくりを

進めます。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

母子保健事業 

母子が健やかに成長する環境づ

くりを目的に乳幼児健診や相談

事業を実施する。 

3,342 3,342 3,342 健康推進課 

妊婦健康診査支援事

業 

安心して出産できるよう妊婦の

健康管理を目的に健康診査費を

補助する。 

10,300 10,300 10,300 健康推進課 

子育て奨励金支給事

業 

第３子以降の子どもの出産時に

出産祝金を、また、その子どもが

１歳の誕生日を迎えた際に子育

て応援金を支給する。 

5,000 5,000 5,000 健康推進課 

特定不妊治療費助成

事業 

子どもが欲しいと望んでいるにも

かかわらず、子どもに恵まれな

い夫婦の不妊治療費の助成を

行う。 

1,000 1,000 1,000 健康推進課 

 

施策 1-1-4-3 仕事と子育ての両立支援 

・仕事と家庭のバランスがとれた働き方（ワーク・ライフ・バランス）を実現するため、多様化する就労形態

に応じた子育てや家庭生活を支援します。 

・父親の子育てへの参加を促進するとともに、育児休業法等の関連制度の普及・啓発など、家庭や地域、

企業が連携して子育てに取り組む意識づくりに努めます。 

 

施策 1-1-4-4 安心して子育てできる生活環境づくり 

・既存の公共施設の有効活用を図るなど、快適に安心して子育てができる環境づくりに努めます。 

・幅広い世帯構成に応じた居住環境の整備など、生活環境の充実を図るとともに、交通安全・防犯活動

の徹底を推進し、子どもの安全確保を推進します。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

子育て応援住宅支援

事業費 

安心して子育てできる居住環境を

促進するため、新たに３世代で同

居・近居する者や多子世帯者に

対して、住宅改修等の補助金を

交付する。 

2,000 2,000 2,000 住民福祉課 
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施策 1-1-4-5 要保護児童等へのきめ細かな支援の充実 

・子育てに対する保護者の不安や負担・ストレスの軽減に努めるとともに、児童虐待の早期発見・防止に

取り組みます。また、問題事案が発生した場合は、福祉・保健・教育など関係部署が連携し、速やかに

対応します。 

・情報提供や相談支援の充実等により、ひとり親家庭や障がいのある子どもなど、支援が必要な子育て

世帯の生活の安定を支援します。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

乳児全戸訪問・養育

支援訪問事業 

児童虐待の早期発見と育児支援

を目的に乳児家庭全戸訪問事業

及び養育支援訪問事業の実施 

617 617 617 健康推進課 

５歳児発達健康診査 

発達支援児の早期発見と早期療

育を目的に５歳児を対象に歯科

健康診査と発達相談を実施す

る。 

419 419 419 健康推進課 

子育て包括支援セン

ター 

妊娠期から子育て期まで、安心

して子育てができるよう、切れ目

なく支援する。 

2,480 2,480 2,480 健康推進課 

 

(主要施策 1-1-5 社会保障の充実) 

施策 1-1-5-1 国民健康保険の充実 

・「第2期特定健康診査等実施計画」及び「川棚町データヘルス計画」に基づき効果的な保健事業等に取

り組みます。 

・本町の国民健康保険事業や県広域化の状況に関する広報に努めます。 

・保険税収納体制の強化を図り、保険税収納率の向上に努めます。 

 (単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

医療費適正化特別対

策事業 

①医療費の抑制を図るため、レ

セプト点検を委託し財政効果を図

る。 

②重複及び頻回受診者を把握

し、適正な受診の認識を深めても

らうことを目的として、医療費の

実態について指導徹底を図る。 

③医療費通知、ジェネリック医薬

品使用勧奨通知を送付し、被保

険者への健康に対する意識の高

揚を図る。 

1,269 1,269 1,269 健康推進課 

保健事業 

病気の予防や早期発見など生活

の維持・向上を目的に、がん検診

の実施、特定健診・特定保健指

導等を実施する。 

29,150 29,150 29,150 健康推進課 

収納特別対策事業 

研修啓発に関する事業を充実さ

せ、職員の知識習得及び技能向

上を図り、保険税収納率の向上

に努める。 

422 422 422 健康推進課 

国民健康保険事業に

関する広報 

県内全市町で国保連合会へ国保

事業等の広報を委託 
86 86 86 健康推進課 

 

施策 1-1-5-2 介護保険の充実 

・介護保険の制度理解を促すための啓発、広報活動を充実するとともに、保険事業の健全な運営に努め

ます。 

・要支援・要介護認定者への在宅・施設サービスの充実及び適正化に努めます。 
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施策 1-1-5-3 低所得者福祉の充実 

・被保護世帯及び低所得者に対し、生活保護制度の的確な運用を図り、自立を促進します。 

・民生委員児童委員や関係機関などとの連携、協力体制を強化しながら、実態の的確な把握に努めると

ともに、相談者にとって利用しやすい相談体制の整備を図ります。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

民児協活動費補助

（再掲） 

民生児童委員協議会への運営

補助 
4,210 4,570 4,210 住民福祉課 

 

施策 1-1-5-4 国民年金事業の推進 

・広報等を通じて制度の周知と適正加入の促進を図ります。 

 

 

第 1-2 節 保健･医療環境の充実 

(主要施策 1-2-1 健康づくりの推進) 

施策 1-2-1-1 健康づくり基盤の整備 

・きめ細かな保健事業を促進するため、職員の確保と資質向上に努めます。 

・保健・医療・福祉・学校等の関係機関との連携を深め、保健事業推進基盤の強化を図ります。 

・医師会や歯科医師会、食生活改善推進協議会などの関係機関との連携のもと、健康づくり推進協議会

を中心とする健康づくり体制の充実を図ります。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

食生活改善推進事業 

健康づくりの担い手である食生

活改善推進員の育成強化及び

地域で実施する伝達講習会の

事業委託 

718 718 718 健康推進課 

 

施策 1-2-1-2 健康づくり活動の推進 

・「川棚町健康増進計画」に基づき、住民自らが取り組む健康づくり活動を推進・支援します。 

・「川棚町歯科保健推進計画」に基づき、ライフステージに応じた歯と口腔の健康づくりを支援します。 

・バランスのとれた食生活を普及し、生活習慣病を予防するため、食生活改善推進協議会の会員の確保

と活動の充実を図ります。 

・健康づくり事業や愛育食育フェスティバルなどを通じて地域や家庭に対する啓発を行い、健康づくり意

識の高揚を図ります。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

健康づくり事業 

健康づくりを目的に健康かわた

な２１推進事業、食育事業、健

康まつり及び愛育食育フェステ

ィバル等を実施する。 

59 59 59 健康推進課 

フッ化物洗口推進事

業 

幼児、小学生、中学生の歯・口

腔の健康づくりの推進を図るた

めにフッ化物洗口事業を実施す

る。 

287 287 287 健康推進課 
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施策 1-2-1-3 生涯を通じた保健対策の推進 

・出産や育児に対する不安の軽減、母子の見守りや乳幼児の健全な成長を支援するため、子育て支援

センターや母子愛育班との連携を図るとともに、母親学級、乳幼児相談、訪問指導などの身近な相談・

教育事業、各種健康診査や保健指導等の充実に努めます。 

・生活習慣病予防対策として、食生活改善や運動指導などの保健指導の充実に取り組むとともに、各種

健診（検診）の受診率の向上を図るため、地区組織活動団体への協力依頼や広報活動の充実、受診し

やすい環境づくりを進めます。 

・健康講演会や各種健康教室において、正しい知識の普及啓発に努め、健康づくりに対する意識の向上

を図ります。 

・保健所、医療機関など、さまざまな機関との連携を図りながら、こころの健康づくりに努めます。 

・医療機関との連携を図りながら、住民への定期予防接種等を勧奨し、感染症の発症を防ぐとともに、新

型インフルエンザなど緊急の感染症が発生した場合に「川棚町新型インフルエンザ等対策行動計画」に

基づき対応します。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

感染症予防事業 

婦人がん検診の受診率向上を

目的として、子宮頸がん（20 歳

の女性を対象）乳がん（40 歳の

女性を対象）に無料クーポン券

を配布する。 

387 387 387 健康推進課 

健康増進事業 

生涯を通じた保健対策事業とし

て各種健診、がん検診等を実

施する。 

24,249 24,249 24,249 健康推進課 

インフルエンザ予防接

種費用助成事業 

感染症予防対策として、インフ

ルエンザ予防接種費用の一部

を助成する。 

10,823 10,823 10,823 健康推進課 

任意風しん抗体検査

及び予防接種 

妊娠を希望する女性やその家

族等に対し、風しん抗体検査及

び予防接種費用の一部を助成

する。 

35 35 35 健康推進課 

若年者健診 

生活習慣病予防のため、３０歳

～３９歳で職場等における健診

機会がない方を対象に、基本健

診を実施する。 

426 426 426 健康推進課 

 

 

(主要施策 1-2-2 医療体制の充実) 

施策 1-2-2-1 地域医療体制の充実 

・地域医療連携室と訪問看護ステーションを中心に、医療機関や医師会等との連携強化を図ります。 

・小児救急電話相談の普及啓発に努め、家族ぐるみで病気の予防や健康管理について助言・指導が受

けられるよう、「かかりつけ医・歯科医」の普及促進に取り組みます。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和3年度 令和4年度 令和5年度 担当課 

救急医療対策事業 

東彼杵郡医師会委託の在宅当

番医による休日の医療体制等

を整備する。 

862 862 862 健康推進課 

 

施策 1-2-2-2 救急医療体制の充実 

・県及び近隣市町、関係機関と連携し、休日・夜間における救急医療体制の整備支援に努めます。 
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第２章 快適で安全な暮らしを支えるまちづくり 

 

重
点
目
標 

No 指標名 
中間目標値 

（平成 27 年度） 

実績値 

（平成 26 年度末） 

最終目標値 

（令和 3 年度） 

1 町道改良率 57.7% 57.3% 58.2% 

2 JR 川棚駅の 1 日の利用者数 2,000 人 2,025 人 2,000 人 

3 上水道普及率 99.51% 99.72% 99.80% 

4 有収率 89.1% 87.5% 90.0% 以上 

5 公共下水道汚水処理整備率 85.0% 81.0% 86.0% 

6 年間ごみ発生量 4,080ｔ 4,156ｔ 4,080ｔ 

7 町民一人あたりの都市公園面積 9.4 ㎡ 9.7 ㎡ 12.5 ㎡ 

8 町施設からの年間二酸化炭素排出量 1,438,563Kg 1,444,698Kg 1,438,563Kg 

9 消防団の組織率 100% 93.8% 100% 

10 自主防災組織の組織率 70% 71.1% 100% 

 

第 2-1 節 交通・情報ネットワークの整備 

(主要施策 2-1-1 道路交通網の整備) 

施策 2-1-1-1 広域幹線道路の整備充実 

・円滑な交通を確保し、利便性が高く、住みやすい地域社会を築くため、国道 205 号をはじめとする幹線

道路の整備促進に努めます。 

・周辺市町との連携強化や交通時間短縮を図るため、長崎自動車道東そのぎインターチェンジと西九州

自動車道を結ぶ東彼杵道路の建設のため、計画段階評価への早期着手を関係機関に要望します。 

 

施策 2-1-1-2 地域幹線道路の整備充実 

・一般県道大崎公園線や主要地方道川棚有田線の道路拡幅改良や歩道の設置により、利便性と快適

性、安全性の向上を図ります。 

・一般県道嬉野川棚線の整備を促進し、隣接市町とのネットワークの強化を図ります。 

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

道路新設改良（県道

大崎公園線） 

本路線は、国道205号線から川棚

大崎自然公園を結ぶ中核的基幹

道路であり、道路拡幅整備を行う

ことで、交通安全、産業振興を図

る。 

7,350 7,500 事業完了 建設課 
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施策 2-1-1-3 生活道路の整備充実 

・地域内交通の利便性や防災性を高めていくために、生活道路の整備を推進し、長寿命化に努めます。 

・障がいのある人や高齢者などの交通弱者の視点に立って生活道路の整備を充実し、すべての人にや

さしい道路づくりを進めます。 

・ＪＲ九州と連携しながら、踏切の改良を進めます。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

道路維持補修事業 

町内の町道３０４路線について、

危険性や緊急性により年次計画

を立てて、補修工事を行い、道路

交通の安全を図る。 

23,000 25,000 25,000 建設課 

社会資本整備総合

交付金事業（東臨港

線・上組西部線） 

本事業で整備する町道は、1 級及

び 2 級幹線町道であるが、歩車道

の区分がないため危険な状態と

なっている。今回、歩道の整備を

行い歩行者の通行の安全を図

る。 

22,000 100,000 100,000 建設課 

安全施設整備 

町道のガードレール・カーブミラ

ー・区画線・街路灯について、老

朽化や腐食・摩耗したもの等の補

修や取替を行い、安全を確保す

る。 

14,000 5,000 5,000 建設課 

地方創生道整備交

付金事業（三反間

線・野口線・上組ダイ

ラ線・下組野口線） 

広域農道に合わせた道路拡幅整

備を行い、道路交通網の整備を

行う。 

19,300 30,000 30,000 建設課 

社会資本整備総合

交付金事業（橋梁点

検） 

町道における橋梁の点検を行い、

橋梁の長寿命化を図る。 
7,000 5,000 5,000 建設課 

社会資本整備総合

交付金事業（橋梁工

事） 

町道における橋梁の計画的な補

修を行い、橋梁の長寿命化を図

る。 

12,300 10,000 10,000 建設課 

道路新設事業（成宇

津 7 号線） 

町有の未使用地の活用・払下げ

を可能とするため、町道を延長す

る。 

未定 未定 事業完了 企画財政課 

道路新設改良（良善

寺線） 

本路線は、道路幅員が狭く、車両

及び歩行者の安全な通行に支障

が生じているため、道路拡幅整備

を行い、離合箇所を設置する。 

3,040 3,500 3,500 建設課 

道路新設改良（猪乗

川内線） 

本路線は、道路幅員が狭く、車両

の安全な通行に支障が生じてい

るため、道路を拡幅し、安全性の

確保を図る。 

8,300 20,000 事業完了 建設課 

道路新設改良（宿 2

号線） 

本路線は、大雨時に冠水被害が

発生していることから、冠水対策

として排水施設を整備する。 

6,800 事業完了 建設課 

道路新設改良（平野

線） 

本路線は、交通量が増加し、車両

の安全な通行に支障が生じてい

るため、道路を拡幅し、安全性の

確保を図る。 

12,300 12,300 事業完了 建設課 
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(主要施策 2-1-2 公共交通網の整備) 

施策 2-1-2-1 鉄道の利便性の向上 

・ＪＲ川棚駅駅舎等の整備促進を関係機関に働きかけ、駅前広場の整備充実とあわせ、まちの「顔」とし

てにぎわいのある機能的な空間の創出を図ります。 

・小串郷駅駅舎等の整備に努め、住民の利便性と観光地へのアクセス向上を図ります。 

・長崎新幹線・鉄道利用促進協議会との連携を図りながら、ＪＲ大村線の複線、電化の実現、ダイヤ改正

や列車の増発など運行内容の充実を関係機関に働きかけ、鉄道の利便性向上に努めるとともに、その

利用促進を図ります。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

川棚駅前広場管理 

駅前広場、駐車場、駐輪場を適

正に管理し、利用者の利便性の

向上を図る。 

4,751 4,751 4,751 企画財政課 

小串郷駅管理 

駅舎、駅前広場、駐車場、駐輪

場を適正に管理し、利用者の利

便性の向上を図る。 

1,499 1,499 1,499 企画財政課 

 

施策 2-1-2-2 バスの利便性の向上 

・路線バスの維持を図るとともに、利用促進を図ります。 

・本町の交通体系の実情に即した交通体系を検討します。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

地方バス路線運営事

業 

住民の利便性を確保するためバ

ス路線の維持を図る。 
11,260 11,260 11,260 企画財政課 

 

  施策 2-1-2-3 タクシーの活用の促進 

    ・活きいきタクシー利用券の利用促進を図ります。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

活きいきタクシー助成

事業 

高齢者の社会活動の範囲を広

め、自立を支援するため、一定の

条件を満たす 75 歳以上の方へタ

クシー利用券を交付する。 

11,471 11,471 11,471 企画財政課 
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(主要施策 2-1-3 情報ネットワークの整備) 

施策 2-1-3-1 地域情報化の推進 

・住民サービスの向上と行政事務の簡素・効率化、高度化を図るため、各種申請・届出のオンライン化な

どの電子自治体に向けた基盤整備を進めます。また、全町的な情報化の視点に立ち、多様な分野にお

ける情報サービスの提供を進めます。 

・インターネットの積極的な活用を図り、観光や教育、文化、産業など、さまざまな地域情報に関する受発

信機能の充実に努めます。 

・地域情報化を総合的に推進していくため、住民、事業者、行政などの連携強化を図ります。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 担当課 

電算管理費 

総合行政ネットワーク及び庁舎

内ネットワークを利用するため、

維持管理を行う。 

44,054 44,054 44,054 総務課 

総合行政ネットワーク 
LGWAN ネットワークの安定稼働

を図る。 
845 845 845 総務課 

基幹システムの更新 

基幹システムに係るサーバー機

器等を更新し、保守・サポートを

受けられる体制とし、安定したシ

ステム運用、セキュリティの向上

を図る。 

3,863 3,863 未定 総務課 

新イントラシステム更

新事業 

新庁舎の設計等に併せて、新た

な庁舎内のイントラネットワーク

システムの構築を図る 

5,212 20,846 20,846 総務課 

庁内パソコン更新事

業 

職員等が使用している端末（対

応年数経過等しているパソコン）

を、入れ替えることで、新庁舎業

務環境の整備を図る。 

12,955 8,435 8,435 総務課 

 

施策 2-1-3-2 高度情報化への対応 

・各種情報サービスを安全かつ円滑に利用・運用するため、個人情報の取り扱いやコンピューターウィル

スへの対応など情報セキュリティ対策の推進に努めます。 

・学校教育など、さまざまな機会をとらえて、高度情報化に関する学習機会の提供を推進するとともに、

情報モラルの向上に努めます。 

(単位：千円)    

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和4年度 令和5年度 担当課 

情報系機器管理 

イントラネット無線化及び物理サ

ーバーの仮想化環境の維持管理

費用等 

5,412 6,000 6,000 総務課 

光ブロードバンド基盤

整備事業 

光ケーブルを町内全域に整備し、

デジタルデバイドの解消とインタ

ーネット通信環境の高速化・安定

化を図る。 

41,139 未定 企画財政課 

情報系ネットワーク

のセキュリティ強化 

県と市町が協力して、統一された

高度な情報セキュリティを構築す

る。 

1,453 1,453 1,453 総務課 
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第 2-2 節 快適で住み良い環境づくり 

(主要施策 2-2-1 上水道の整備) 

施策 2-2-1-1 上水道の整備充実 

・主要水道施設について、アセットマネジメント（資産管理）を行い、耐震化を視野に入れた計画的な施設

の更新や整備を図ります。 

・町内に点在する中継池、配水池の耐震性を確認し、災害に強い水道施設の整備を検討します。 

 

施策 2-2-1-2 維持管理体制の充実 

・水源水質から末端給水まで、水質管理体制の充実を図ります。 

・管路の更新については、単に老朽管を行うだけでなく、漏水の多い管路を選定して効果的に計画しま

す。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

上下水道管路管理シ

ステム管理事業 

上下水道台帳を管理するシステ

ムの構築と、それに要するデー

タ作成を行い、上下水道業務の

総合的な管理と効率化・高度化

を図る。 

631 3,293 631 水道課 

配水管布設替工事 

老朽管を更新することで、漏水

を防止し安定した給水確保を図

る。 

48,500 49,826 48,907 水道課 

公用車購入 

水道通常業務における職員の

移動のため、公用車を購入す

る。 

1,570 事業完了 水道課 

 

施策 2-2-1-3 節水意識の高揚 

・節水意識の高揚を図るため、啓発活動を積極的に行います。 

 

  

(主要施策 2-2-2 下水道等の整備) 

施策 2-2-2-1 下水道の整備 

・衛生的な住環境を整備するとともに、河川及び大村湾の水質保全を図るため、公共下水道未整備区域

への下水道管布設を計画的に進めます。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

公共下水道事業（川

棚処理区：汚水管渠） 

既認可区域である惣津地区・中

部地区の管渠整備を行う。 
60,000 70,000 70,000 水道課 

公共下水道事業（下

組排水区：雨水管渠） 

下組地区の雨水による浸水被

害の防止を図る。 
33,000 30,000 30,000 水道課 
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施策 2-2-2-2 下水道の適正な維持管理 

・下水道処理施設の改築等の計画的な実施及び長寿命化に取り組み、適正な下水道の維持管理に努

めます。また、下水道整備済地区内の水洗化促進に努め、未水洗化世帯の解消を図ります。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

上下水道管路管理シ

ステム管理事業 (再

掲) 

上下水道台帳を管理するシステ

ムの構築と、それに要するデー

タ作成を行い、上下水道業務の

総合的な管理と効率化・高度化

を図る。 

3,470 825 3,400 水道課 

下水道事業企業会計

システム保守業務経

費 

企業会計システムの保守経費

を計上する。 
617 617 617 水道課 

ストックマネジメント計

画策定・実施 

中長期的な整備・管理につい

て、事業効果（ストック効果）や

リスク評価、既存施設の点検・

調査結果等を基にした改築更

新事業の計画を策定し、更新す

る。 

7,000 5,000 未定 水道課 

下水道施設の改築・

更新 

ストックマネジメント計画策定に

基づき、既存施設の改築・更新

を行う。 

23,000 133,000 160,000 水道課 

下水道施設耐震対策 
既存施設の耐震診断・詳細設

計・補強工事を行う。 
22,000 33,000 8,000 水道課 

 

施策 2-2-2-3 高度処理施設等の整備検討 

・大村湾の水質保全及び水資源の有効活用に向け、下水処理水と下水道汚泥の有効利用について検

討します。 

 

施策 2-2-2-4 合併処理浄化槽の設置促進 

・住民負担の軽減を図りながら、合併処理浄化槽の設置を推進します。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和3年度 令和4年度 令和5年度 担当課 

合併処理浄化槽設置

補助 

下水道区域外の浄化槽設置者

に対し補助を行う。 
15,580 15,580 15,580 住民福祉課 

 

 

(主要施策 2-2-3 住宅環境の充実) 

施策 2-2-3-1 良好な宅地の供給促進 

・民間による良好な宅地の開発を促すため、適切な開発指導に努めます。 

 

施策 2-2-3-2 町営住宅の整備充実 

・耐震化などの安全性や、高齢社会に対応するバリアフリー化などの視点をふまえながら、良好な町営

住宅の維持・修繕に努めます。 

・既設の町営住宅について、「川棚町公営住宅等長寿命化計画」に沿って、住環境の「質」の向上を図り

ます。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

町営住宅の長寿命化 
良好な町営住宅の長寿命化を

図るため維持・修繕を行う。 
56,000 56,000 56,000 建設課 
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施策 2-2-3-3 居住環境の向上 

・高齢者や障がいのある人に配慮した住宅の改造や増改築を助成します。 

・生活道路の整備充実や身近な公園、下水道などの整備を図るとともに、住民参加のもとに緑化や個性

ある景観づくりを推進し、総合的な居住環境の向上に努めます。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4年度 令和 5年度 担当課 

居住環境の向上 
要支援・要介護者に配慮した住

宅の改修に助成する。 
8,500 8,500 8,500 健康推進課 

長崎県安全安心住ま

いづくり支援事業 

地震時の住宅の倒壊や破損によ

る人的・経済的被害の軽減を図

るための民間住宅への助成制度

を設ける。 

111 388 388 建設課 

急傾斜地崩壊対策事

業（百津住宅地区） 

風化等による危険性の高い民家

裏など、年次計画で土止工・落石

防止工事を行い、安全を図る。 

5,961 3,000 3,000 建設課 

新谷地区急傾斜地崩

壊対策事業 

斜面崩壊の恐れがある地区に対

し、崩壊防止対策を行い、災害か

ら地区住民の生命財産を守り、

対象地区住民の安全な暮らしを

保護する。 

15,000 20,000 20,000 建設課 

 

 施策 2-2-3-4 空き家対策の推進 

   ・特定空家問題の解消を図るとともに空き家バンク制度の構築に取り組みます。 

 

 

(主要施策 2-2-4 廃棄物の適切な処理) 

施策 2-2-4-1 ごみの減量化とリサイクルの推進 

・分別収集や関係法令の周知に努めるとともに、リサイクルに向けた取り組みを促進します。 

・ごみの減量を呼びかける広報啓発活動を充実するとともに、各種団体や地域住民による資源ごみ集団

回収事業（廃品回収活動）やリサイクル運動を促進します。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 担当課 

資源回収事業 

各種団体等による資源ごみ集団

回収事業（廃品回収活動）に対し

補助を行う。 

500 500 500 住民福祉課 

 

施策 2-2-4-2 ごみ処理施設の整備 

・最終処分場の負担を抑えながら、将来におけるごみの量や質などの変化に対応できる処理施設の建

設を進めていきます。 

 

施策 2-2-4-3 産業廃棄物対策の推進 

・産業廃棄物については、排出量の抑制や再利用を促進するとともに、県や関係機関との連携を図りつ

つ、適正処理や公害発生防止の指導に努めます。 
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(主要施策 2-2-5 移住・定住の促進) 

施策 2-2-5-1 情報発信・本町の魅力 PR の推進 

・町のホームページをはじめ、全国移住ナビや都市圏でのＵ・Ｉ・Ｊターン相談会などを活用した情報発信

を進めます。 

・地域おこし協力隊を募集し、地域外の人材を積極的に活用し、地域の活性化に必要な施策を推進しま

す。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4年度 令和 5年度 担当課 

移住・定住促進事業 
U・I・J ターン相談会に参加する

等、本町の情報発信を行う。 
1,707 1,707 1,707 企画財政課 

 

施策 2-2-5-2 空き家バンク制度の整備 

・移住希望者が居住する際に活用できるよう空き家バンク制度を整備します。 

 

施策 2-2-5-3 お試し滞在環境の整備 

   ・本町への移住を検討する際にお試しで滞在することができる環境を整備します。 

 

  施策 2-2-5-4 婚活の支援 

    ・町内居住可能性のある独身男性・女性に出会いの場を提供することにより、町内に移住・定住する人

の増加を図ります。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和3年度 令和4年度 令和5年度 担当課 

婚活支援事業 

町内の若年男女へ出会いの場を

提供するため婚活イベント等を行

う。 

228 228 228 企画財政課 

結婚新生活支援事業 

経済的理由で結婚に踏み出せな

い低所得者に結婚に伴う費用を

支援する。 

3,012 3,012 3,012 企画財政課 

 

 施策 2-2-5-5 農山村の活性化 

   ・「農山村活性化計画」を策定し、定住促進等に寄与する基盤整備に取り組みます。 

・農業後継者や新規就農者、他産業からの新規参入者等の確保、育成を図るため、相談・指導の充実

や就農希望者の受入れ態勢の整備を図ります。 

    ・産地直売所など集落ビジネスの育成に取り組みます。   

 

 

 



20 

 

第 2-3 節 環境保全と美しい景観づくり 

(主要施策 2-3-1 公園･緑地の整備) 

施策 2-3-1-1 公園・緑地などの整備、保全 

・住民のやすらぎの場、ふれあいの場としての機能が発揮できるよう、地域に身近な公園の整備、保全

に努めます。また、県と連携を図りながら、水に親しむことのできる親水空間の整備を進めます。 

・県立大崎自然公園や虚空蔵山周辺の緑を保全し、身近な自然として活用していくための整備を促進し

ます。 

・県との連携を図り、埋立地への多目的交流広場の設置を進めます。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

地方創生港整備交付

金（港湾環境）/川棚

港（百津）緑地整備

（県営事業負担金） 

健康増進や交流促進を図れるよ

うな集約的かつ多面的な広場と

して整備を行う。 

18,750 18,750 18,750 建設課 

大崎自然公園管理運

営事業 

大崎自然公園について、指定管

理者制度による管理運営を行う

他、施設の老朽化や破損による

取替、緑化管理等を行い、観光

客、公園利用者の利便性の向

上を図る。 

33,596 34,601 35,636 産業振興課 

 

施策 2-3-1-2 公園・緑地の維持管理の充実 

・アダプト・プログラム等の推進により、住民と行政の協働のもと、公園・緑地の維持管理機能の充実を図

ります。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

都市公園管理事業 

都市公園について、施設の老朽

化や破損による取替、緑化管理

を行い、運動、鑑賞、散策等の心

身ともに健全な人間形成の育成

に寄与する場の提供を行う。 

33,000 33,000 33,000 建設課 

アダプト・プログラム

の推進 

アダプト・プログラム(里親制度)に

よる公共の場(道路なども含む)を

住民・民間協働のもと維持管理を

充実させる。 

10 10 10 建設課 

 

施策 2-3-1-3 緑化の推進 

・住民の自主的な緑化活動の支援に努めます。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

緑化推進事業 

町内の美化・緑化推進のた

め、ガーデニング用花苗・肥料

の配布を行う。 

119 119 119 産業振興課 
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(主要施策 2-3-2 美しい景観の保全) 

施策 2-3-2-1 川棚町らしい景観づくり 

・住民、事業者、行政の相互協力により、川棚町らしい、個性と魅力のある景観づくりに努めます。 

 

施策 2-3-2-2 自然景観の保全 

・住民による環境美化運動を支援し、美しい自然景観を創出します。 

 

施策 2-3-2-3 まちなみの整備 

・市街地における緑化の推進など、川棚町にふさわしい景観整備を図ります。 

・農業・漁業集落については、家並みや地域の緑化、集落環境美化など住民主体の美しい集落づくりの

取り組みを支援します。 

・景観上放置することが不適切な特定空家問題の解消に努めます。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和3年度 令和4年度 令和5年度 担当課 

緑化推進事業(再掲) 

町内の美化・緑化推進のため、

主要地方道川棚有田線のプラ

ンターの緑化を行う。 

119 119 119 産業振興課 

 

 

(主要施策 2-3-3 環境にやさしい地域づくり) 

施策 2-3-3-1 総合的な取り組みの展開 

・住民、事業者、行政の連携による環境保全活動を推進します。 

 

施策 2-3-3-2 環境に対する意識の啓発 

・学校教育及び社会教育において環境教育の充実を促進するとともに、環境に関する実践的な学習を推

進します。 

・広報などを通じて環境問題に関する情報発信を充実し、環境保全に関する意識啓発を図ります。 

 

施策 2-3-3-3 環境美化活動の促進 

・社会教育関係団体等が実施する資源ごみ集団回収事業を支援し、住民による美しいまちづくりを推進

します。 

・ごみの不法投棄防止については、さまざまな機会を通じて積極的に啓発活動を推進するとともに、保健

所、警察との連携を図りながら監視パトロールに努めます。 

・衛生上放置することが不適切な特定空家問題の解消に努めます。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

環境美化推進事業 

町内の環境美化推進のため、

不法投棄物の監視・回収を行

う。 

723 723 723 住民福祉課 

地区衛生組織連合会

活動補助 

地区衛生組織連合会活動の補

助を行う。 
600 600 600 住民福祉課 

資源回収事業（再掲） 

各種団体等による資源ごみ集

団回収事業（廃品回収活動）に

対し補助を行う。 

500 500 500 住民福祉課 

公用車（軽トラック）購

入 

町内の環境美化推進のため、

新たに公用車（軽トラック）を購

入する。 

1,300 事業完了 住民福祉課 
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施策 2-3-3-4 公害防止対策の推進 

・事業所などに対し、公害を未然に防止していくための監視や指導を充実します。 

・下水道や合併処理浄化槽の整備を推進するとともに、住民に対する生活排水対策やごみの減量化な

どを啓発し、生活型公害の防止を図ります。 

 

施策 2-3-3-5 地球温暖化防止対策の推進 

・「長崎県ストップ温暖化レインボープラン」等に基づき、地球温暖化防止に向けた取り組みを推進しま

す。 

 

 

(主要施策 2-3-4 石木ダムの建設による周辺地域整備) 

施策 2-3-4-1 ダム建設理解に向けての取り組み 

・地域住民の生活基盤の確保に十分配慮を行いながら、ダム建設に向けて長崎県及び佐世保市と連携

し、早期解決を図ります。 

 

施策 2-3-4-2 周辺地域整備の推進 

・県道や町道、農林道網の整備により、周辺地域との多様な交流空間の整備を進めます。 

・豊かな自然や産業、景観などとダム湖を活かした水辺のレクリエーション地域の整備を進めます。 

・湖畔の環境を活かし、子どもから高齢者までが集えるスポーツ広場等の整備を進めます。 

・ダムの建設に伴い、生活環境、産業、観光、福祉など多方面から、まちの魅力を高めるための振興策

を検討し、計画的な推進を図ります。 
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第 2-4 節 安全・安心の確保 

(主要施策 2-4-1 災害に強いまちづくりの推進) 

施策 2-4-1-1 総合的な防災体制の確立 

・防災基盤である災害活動体制、情報連絡体制、消防救急体制、相互応援体制など、災害全般にかか

るさまざまな体制を総合的に整備します。 

・有事の際における住民の生命、身体、財産を保護するため、「川棚町国民保護計画」に基づき、関係機

関との連携のもと、迅速かつ的確な国民保護措置を推進します。 

・自主防災組織の拡大を図ります。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 担当課 

広域消防事務委託

金 

常備消防を佐世保市に委託し、

消防救急体制を図る。 
175,000 175,000 175,000 総務課 

防災航空隊負担金 救急医療体制の充実を図る。 184 200 200 総務課 

防災備蓄品整備事

業 

災害時の備蓄品（食料、生活必

需品等）を年次計画で配備す

る。 

1,500 1,500 1,500 総務課 

社会資本整備総合

交付金事業/川棚港

(白石 )港湾改修（県

営事業負担金） 

現防波堤の補修により、台風災

害時の船舶の安全な係留のた

め、整備を行う。 

32,725 25,000 25,000 建設課 

海岸自然災害防止

事業（護岸改良） 

（県営事業負担金） 

川棚川下流域の平島地区は、

海抜が低く、過去には波浪や洪

水で浸水したこともある区域で

あり、台風や大雨等の際には河

川の氾濫や浸水の恐れがある

ため、護岸改良工事を行い周辺

住民の安全を確保する。 

2,050 2,100 2,100 建設課 

新庁舎建設事業 

現庁舎本館棟の老朽化が顕著

であるため、防災拠点機能を備

えた新庁舎に建て替える。 

新庁舎建設後に周辺整備を行

う。 

1,024,574 38,519 事業完了 新庁舎建設室 

災害対策室システム

導入 

事態に対応できるように、TV 情

報、気象情報、河川水位等の情

報を瞬時に収集し、それを大型

スクリーンやテレビモニター等で

投影し、参集職員が情報を共

有・分析ができるようなシステム

の構築を行う。 

27,500 事業完了 総務課 

川棚町地域防災計

画書作成事業 

近年の災害に対応できるよう地

域防災計画書を作成する。 
3,000 4,000 事業完了 総務課 

職員に対する災害対

策用被服貸与事業 

災害時における住民の避難誘

導や避難所設営、外部関係団

体との連携に従事する職員へ

災害時用被服等を貸与する。 

670 670 事業完了 総務課 
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施策 2-4-1-2 消防力の強化 

・小型動力ポンプなど消防設備の整備や老朽化した設備の更新に努め、消防力の強化を図るとともに、

消火栓、防火水槽を計画的に設置します。 

・消防団の強化及び活力ある消防団づくりに努めるとともに、婦人防火クラブの組織拡大を図ります。 

・消防団や地域住民が相互に連携し、高齢者、障がいのある人、乳幼児などの避難行動要支援者を支

援する体制づくりを進めます。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和3年度 令和4年度 令和5年度 担当課 

消防施設整備事業 

防火水槽の新設及び補修に補

助金を交付、消防水利の確保

を図る。 

242 1,000 1,000 総務課 

 

施策 2-4-1-3 消防・防災対策の推進 

・県と連携して、土砂災害危険個所の調査を実施することとし、また、砂防事業などの対策を推進しま

す。 

・浸水被害を未然に防ぐため、河川改修やダム整備など治水事業を推進するとともに、排水施設の整備

による雨水対策に取り組みます。 

・防火、防災意識の高揚と防火、防災に対する正しい知識の普及啓発に努めます。 

 

 

施策 2-4-1-4 救急体制の充実 

・常備消防による救急医療体制の充実に努めます。 

 

 

(主要施策 2-4-2 防犯体制の充実) 

施策 2-4-2-1 防犯意識の高揚 

・警察など関係機関と連携のもと、防犯に関する啓発活動を充実し、住民一人ひとりの防犯意識の高揚

を図ります。 

 

施策 2-4-2-2 防犯活動の推進 

・住民活動による防犯活動を支援、促進するとともに、住民や事業者との協働のもと住民が安心して暮ら

すことができる地域社会の実現を図ります。 

 

施策 2-4-2-3 防犯環境の整備 

・犯罪を防止するため、防犯灯の整備を推進します。 

・有害図書や有害チラシの排除などを推進し、防犯環境の整備に努めます。 

・防犯上放置することが不適切な特定空家問題の解消に努めます。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

防犯灯設置補助事業 
犯罪を防止するため、防犯灯の

整備を図る。 
1,660 1,000 1,000 総務課 
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施策 2-4-2-4 消費者保護の推進 

・消費者意識の向上のため、消費者教育や広報による啓発、消費生活情報の提供に努めます。また、消

費者団体の育成や消費生活相談体制の充実を図り、消費者保護体制を強化します。 

 

 

(主要施策 2-4-3 交通安全の推進) 

施策 2-4-3-1 交通安全意識の高揚 

・小中学校において、交通規則に関する知識の普及など交通安全教育を推進します。また、幼児の交通

安全対策教育については、保護者ぐるみで実施します。 

・高齢者については、老人クラブなどの組織を通じた指導を充実していきます。 

・平素からの交通安全運動はもとより、交通安全運動期間を中心に広報の強化に努めるとともに、街頭

指導などを引き続き実施します。 

・交通指導員などを中心に、地域住民による交通安全組織の育成強化に努めます。 

・違法駐車に対する指導取締りの要請や放置自転車対策を進め、安全で快適な環境の確保に努めま

す。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和3年度 令和4年度 令和5年度 担当課 

交通安全対策 
交通安全意識の向上に努め、

啓発活動の充実を図る。 
3,039 3,100 3,100 総務課 

高齢者運転免許証自

主返納支援事業 

高齢運転者の交通事故を減少

させるため、運転免許証を自主

返納した高齢者に対して支援品

を交付する。 

180 180 180 総務課 

 

施策 2-4-3-2 交通安全施設の整備推進 

・幼児、障がいのある人、高齢者などの交通弱者の安全確保を図るため、点字ブロックや段差解消など

生活道路の計画的な改良に努めます。 

・歩道と車道の分離やガードレール、カーブミラーなど交通安全施設の整備を促進するとともに、信号機、

横断歩道、道路標識などの設置について、関係機関に要請します。 

 (単位：千円)    

事務事業名 事務事業の概要 令和3年度 令和4年度 令和5年度 担当課 

安全施設整備(再掲) 

町道のガードレール・カーブミラ

ー・区画線・街路灯について、

老朽化や腐食・摩耗したもの等

の補修や取替を行い、安全を確

保する。 

14,000 5,000 5,000 建設課 
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第３章 豊かな人間性、魅力ある生活文化を育むまちづくり 

 

重
点
目
標 

No 指標名 
中間目標値 

（平成 27 年度） 

実績値 

（平成 26 年度末） 

最終目標値 

（令和 3 年度） 

1 
中央公民館年間利用者数(勤労青少年ホーム

を含む) 

50,000 人 45,401 人 50,000 人 

2 公民館図書室年間貸出数 21,000 冊 23,801 冊 25,000 冊 

3 体育施設年間利用者数 170,000 人 130,385 人 132,000 人 

5 文化祭への参加団体数 80 団体 76 団体 80 団体 

6 国際交流に関する事業やイベントの回数 2 回 1 回 2 回 

7 町審議会等への女性の登用率 15.0% 15.7% 20.0% 

 

第 3-1 節 生涯学習の推進 

(主要施策 3-1-1 社会教育の充実) 

施策 3-1-1-1 学習機会の充実 

・さまざまな媒体を通じて広く生涯学習情報の提供に努めるとともに、住民のニーズに応じた学習内容や

学習機会を提供します。 

・本町の恵まれた自然をはじめ、歴史・文化財等の資源を活用した学習機会の充実に努めます。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

ふれあい教室(再掲) 

生涯学習の場であるふれあい

教室に参加し生きがいづくりの

充実につなげる。 

175 175 175 教育委員会 

  

施策 3-1-1-2 施設の整備、充実 

・中央公民館、公会堂などの社会教育施設の維持・整備に努め、生涯学習活動を支援します。 

・住民の学習活動に有効に活用できるよう、公民館図書室と小・中学校図書室や他の公共図書館との連

携を図り図書館機能の充実に努めます。 

（単位：千円）   

事務事業名 事務事業の概要 令和3年度 令和4年度 令和5年度 担当課 

図書室管理 図書室の運営・管理を行う。 5,167 5,167 5,167 教育委員会 

公民館管理 中央公民館の維持管理を行う。 12,195 12,195 12,195 教育委員会 

公会堂管理 公会堂の維持管理を行う。 9,820 6,487 6,487 教育委員会 

川棚町公会堂ピンス

ポット改修工事 

公会堂のセンターピンスポット

が使用不可となっていることか

ら、改修を行う。 

3,333 事業完了 教育委員会 
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施策 3-1-1-3 人材の発掘、養成 

・社会教育関係団体や自主的なグループ、サークル等の育成・支援を行うとともに、生涯学習に関する指

導者の発掘、養成を推進します。 

・生涯学習によって得た知識や技術など、その学習成果をボランティア活動に活かす場づくりに努めま

す。 

（単位：千円）   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 担当課 

各種団体補助金 
婦人会、文化協会等の事業費

補助を行う。 
430 430 430 教育委員会 

 

施策 3-1-1-4 青少年の健全育成 

・各種青少年団体・グループを育成し、自主的活動と相互交流を支援します。また、さまざまな活動を支

えるリーダーの養成に努めます。 

・青少年の自然体験活動やボランティア活動、地域行事への参加を促進するとともに、他地域の青少年

との交流や国際交流活動を充実します。 

・青少年の活動の場と活動機会を提供するため、青少年活動施設の整備、充実に努めます。 

・学校支援会議、青少年育成町民会議、子供育成会連絡協議会との連携を図りながら、家庭、学校、地

域が一体となって、さまざまな青少年問題の解消と青少年の健全育成に取り組みます。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 担当課 

青少年育成地区活動

支援事業 

地区子供会、町子連、青少年

育成町民会議への活動助成を

行う。 

586 586 586 教育委員会 

勤労青少年ホーム管

理 

勤労青少年ホームの維持管理

を行う。 
1,265 1,265 1,265 教育委員会 

 

施策 3-1-1-5 家庭教育の充実 

・子どもの教育に関する親の学習が積極的に進められるよう、各種教室・セミナーなどの開催に努めると

ともに、家庭教育に関する啓発を推進します。 

・子育てに関する不安や悩みに適切に対応するための相談機会の充実を図ります。 

 

 

(主要施策 3-1-2 スポーツ･レクリエーション活動の振興) 

施策 3-1-2-1 施設の整備、充実 

・スポーツ施設について、必要な改修を進めるとともに、それぞれの施設の維持管理に努め、住民の幅

広い利用を促進します。 

・住民の身近なスポーツ活動の場として、学校体育施設の開放を積極的に進めます。 

・県との連携を図り、埋立地へのレクリエーション施設の設置や整備を進めます。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

柔剣道場管理 柔剣道場の維持管理を行う。 137 137 137 教育委員会 
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施策 3-1-2-2 スポーツ・レクリエーション活動の振興 

・広報などを通じて、スポーツやレクリエーションの行事などに関する情報を広く住民に提供するとともに、

多様なスポーツ教室やスポーツ大会、健康づくり活動などを定期的に開催し、住民の自発的な参加を

促進します。 

・長崎がんばらんば国体で広く町民に認知されたホッケー競技等の普及に取り組みます。 

・既存の団体はもとより、高齢者や障がいのある人の社会参加や交流の促進、親子のふれあいなど、そ

れぞれの目的にあったグループづくりを支援します。 

・総合型地域スポーツクラブの自主的な活動に対する協力などを行います。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

人づくり文化スポーツ

振興事業 

町内在住の住民が全国及び九

州大会へ出場する際に補助を

行う。 

524 1,024 1,024 教育委員会 

スポーツ団体等助成

事業 

郡及び町体育協会への助成を

行うことにより、各種スポーツ大

会の支援を行う。 

1,520 1,520 1,520 教育委員会 

わがまちスポーツ推

進事業 

ホッケー競技を定着させるため

ホッケー教室等を行う。 
90 90 90 教育委員会 

 

施策 3-1-2-3 指導者の確保、養成 

・優れたスポーツ指導者、リーダーを養成するため研修会の参加に対する支援などを行います。 

・地域の身近なスポーツ活動を支えるため、新たな指導者の確保に取り組みます。 

（単位：千円）   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

人づくり文化スポーツ

振興事業(再掲) 

町内在住の住民が全国及び九

州大会へ出場する際に補助を

行う。 

524 1,024 1,024 教育委員会 

 

 

(主要施策 3-1-3 幼児教育の充実) 

施策 3-1-3-1 幼児教育の充実 

・幼児一人ひとりの心身の健全な発達や基本的な生活習慣の定着を促す教育の支援に努めます。 

・集団教育、個別支援など幼児教育を行うなかで、教育内容の改善、充実を推進するとともに、保育園や

認定こども園、学校との連携・交流を図ります。 

・保護者、幼児と地域住民がふれあう機会の充実に努め、幼児教育の重要性について、理解と認識を深

めていきます。 

 

 



29 

 

(主要施策 3-1-4 学校教育の充実) 

施策 3-1-4-1 確かな学力の定着 

・基本的な学力の定着と児童生徒一人ひとりの能力や適性を伸ばす教育を推進します。 

・情報化に対応できる子どもを育成するため、タブレットパソコン等の情報機器の環境整備をさらに進め、

子どもたちの情報活用能力の育成を推進するとともに、情報モラルの向上に努めます。 

・外国語指導助手（ＡＬＴ）を配置し日常的に話す機会を設けることで、外国語コミュニケーション能力の育

成に努めます。 

・心身に障がいのある児童生徒等に対し、教育相談活動を充実するとともに、一人ひとりの適性や障が

いの程度に応じた学習指導を行い、特別支援教育の充実に努めます。 

・適切な指導の推進と研修・研究活動の充実を図り、教職員の資質の向上に努めます。 

・地域や家庭と連携し、児童生徒の健全な育成における家庭教育の果たす役割などについて啓発に努

めます。 

（単位：千円）   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

外国語指導助手（ＡＬ

Ｔ）配置 

JET ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを活用し、小中学

校に英語指導補助として外国人

を配置する。 

10,364 10,000 10,000 教育委員会 

ICT 教育事業 
学校内のＩＣＴ関連機器・ソフト

の使用料 
29,787 30,000 30,000 教育委員会 

サポートティーチャー

事業 

小学校において、担任の授業

の支援など細やかな指導がで

きるようにする。 

6,076 6,000 6,000 教育委員会 

特別支援教育総合推

進事業 

発達障害を含む障がいのある

生徒に対する小中学校におけ

る特別支援教育体制の充実を

図るため、支援員を配置する。 

22,830 23,000 23,000 教育委員会 

イングリッシュキャン

プ事業 

国際性豊かな人材育成を図る

ため、その基礎となる英語力向

上を図る。 

1,040 1,000 1,000 教育委員会 
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施策 3-1-4-2 豊かな心の育成 

・環境教育、福祉教育、人権教育など社会の変化に対応する教育を積極的に推進します。 

・農業体験やボランティア活動といった参加・体験型の学習内容を取り入れた、地域に密着した教育を推

進します。 

・児童生徒が、創造的活動に積極的に取り組む資質や能力を育て、「生きる力」を育めるよう、ゲストティ

ーチャー（講師）を招き、地域と連携した総合学習の時間を充実します。 

・児童生徒の職業観や知識・技能を身につけ、将来の職業や生き方について自覚するよう、キャリア教

育を推進します。 

・各校に、いじめ問題等対策委員会を設置し、校内支援体制の充実を図るとともに、臨床心理士など専

門家のアドバイスを受け、いじめ問題をはじめ、児童生徒の生活上の問題や悩みに対する相談、指導、

助言の機会を充実します。 

・家庭や地域社会と学校との連携を深め、児童生徒の非行やいじめ、不登校といった問題行動の早期発

見と未然防止に努めます。 

・教育指導主事と保健師等が連携を図り、就学前幼児の情報共有及び就学に関する相談の実施に努め

ます。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

心の教室相談員 

中学校の生徒、保護者への悩

みに対するカウンセリングを行

う目的に配置する。 

640 640 640 教育委員会 

ゲストティーチャー事

業 

豊かな人間性を育成できる教育

活動の充実のため外部講師を

招き講演会や体験活動を実施

する。 

80 80 80 教育委員会 

スーパーバイザー活

用による学校活性化

事業 

特別支援教育等について悩み

を持つ教師に対して、専門的知

見を有する臨床心理士がスー

パーバイザーとして指導助言を

行う。 

330 330 330 教育委員会 

職業体験事業 

中学校 3 年生において、望まし

い勤労観、職業観の育成を育

む事として職場体験を実施す

る。 

33 33 33 教育委員会 

 

施策 3-1-4-3 健やかな体の育成 

・地場産農水産物の活用を図るとともに、栄養バランスのとれた安全で安心な給食の提供や、食育の充

実に努めます。 

・早寝、早起き、朝ごはんの徹底など、規則正しい生活リズムで健康な生活が送れるよう、学校・家庭で

の正しい生活習慣の確立に努めます。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

学校給食調理業務等

の民間委託事業 

民間委託により豊富な知識・経

験を有効活用し安心安全で効

率的な業務を図る。 

40,128 41,184 41,976 教育委員会 

学校給食の調理器具

等更新事業 

老朽劣化した調理器具等を計

画的に買い替え、給食の衛生

及び安心した提供を行う。 

未定 教育委員会 

食器・食缶洗浄機等

賃借 

老朽劣化した食器・食缶洗浄機

等リースにより更新し、給食の

衛生及び安心した提供を行う。 

4,032 1,680 事業完了 教育委員会 
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施策 3-1-4-4 学校施設・設備の整備、充実 

・今後、施設の長寿命化を見据え、大規模な整備が必要となることが予想される学校施設については、

児童生徒数の動向を見据えながら、必要度や立地、整備時期などを総合的に検討し、計画的な整備推

進を図ります。 

・各学校施設の安全性を第一に考え、必要な改修や維持管理を行います。 

・スロープの設置や段差の解消など障がいのある児童生徒に配慮した施設整備に努めます。 

・学校と地域社会の連携による放課後児童の健全育成活動、地域住民の生涯学習活動等を実施するた

めの場として、学校施設の活用を進めていきます。 

・給食施設・設備の補修等及び衛生管理を徹底します。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和3年度 令和4年度 令和5年度 担当課 

放課後子ども教室 
放課後子ども教室事業の補助

を行う。 
1,874 1,874 1,874 教育委員会 

小学校トイレ改修工

事 

小学校体育館トイレの洋式化及

び配管替え等を行う。 
19,384 事業完了 教育委員会 

受水槽加圧ポンプ及

び敷地内水道埋設管

取替改修工事 

改修により施設の長寿命化を

図り、給食の安心で安定した提

供を行う。 

3,970 6,733 事業完了 教育委員会 

学校給食センタートイ

レ改修工事 

学校給食センターのトイレを和

式から洋式トイレに改修する。 
1,270 事業完了 教育委員会 

学校給食センター食

器（菜皿）更新 

劣化更新が必要なものを計画

的に取替、給食の衛生及び安

心した提供を行う。 

748 468 事業完了 教育委員会 
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第 3-2 節 文化・芸術、交流の振興 

(主要施策 3-2-1 文化･芸術の振興) 

施策 3-2-1-1 文化・芸術事業の推進 

・住民に芸術文化の鑑賞の機会を提供するため、総合文化祭や文化講演会などの事業を充実するとと

もに、質の高い魅力ある文化事業の展開に努めます。 

・住民の文化、芸術の質的向上に資するため、文化庁が地方公共団体と共催で行う移動芸術祭などの

優れた文化芸術の誘致に努めます。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

自主文化事業 

芸術文化の鑑賞の機会を提供

し、住民一人ひとりの文化意識

を高める。 

1,681 1,681 1,681 教育委員会 

 

施策 3-2-1-2 文化・芸術活動の促進 

・優れた文化、芸術に触れる機会を通じ、住民一人ひとりの文化意識を高め、生涯にわたる自主的な文

化・芸術活動を推進します。 

・地域に根ざした新しい文化、芸術の創造を促進するため、文化・芸術団体、個人に創造の場や発表の

機会を提供するなど自主的活動を支援するとともに、指導者の育成に努めます。 

・他市町村との交流を通じてより活発な活動が図られるよう、県・文化庁主催の文化事業などへの積極

的な参加を促進します。 

 

施策 3-2-1-3 文化財の保存、継承と有効活用 

・文化財に関する見学会、広報紙やリーフレットの配布などにより、文化財に関する住民の理解と認識を

深め、文化財保護意識の高揚を図ります。 

・地域特色や学術的価値の高い文化財の掘り起こしに努め、指定や保存に努めます。 

・有形文化財や史跡などの保存状況を点検し、必要に応じて補修を行うなど保存に努めます。 

・伝統的な民俗芸能の保存、継承を支援します。  

・歴史民俗資料室における展示の工夫と充実を図り、広く住民に親しめるよう整備に努めます。 

・文化財を学校や社会教育の教材として有効に活用し、学習の充実に努めます。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

文化財保護 

伝統的な民族芸能の保存、継

承の支援や史跡文化財の保存

を行う。 

5,108 872 872 教育委員会 

 

 

(主要施策 3-2-2 国際交流の促進) 

施策 3-2-2-1 海外諸都市との交流の推進 

・諸外国へ中学生を派遣し、国際性豊かな人材の育成を図ります。 

・ホームステイなどの機会や情報の提供に努めるとともに、国際交流を支援する方策を検討します。 
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施策 3-2-2-2 外国人と住民との交流促進 

・本町に在住する外国人と相互の文化に触れる機会を身近な交流やイベントにより深めることを推進しま

す。 

・外国人が安全かつ快適な生活ができる環境づくりに努めます。 

(単位：千円)  

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

国際交流事業 
本町に在住する外国人と相互

の文化に触れる機会をつくる。 
341 341 341 企画財政課 

 

 

第 3-3 節 人権尊重社会の形成 

(主要施策 3-3-1 人権教育の推進) 

施策 3-3-1-1 啓発活動の推進 

・人権問題に関する住民の理解を深めるため、学校・保育園・認定こども園、家庭、地域、職場など、あら

ゆる場において、関係機関や団体と連携し、人権教育・啓発活動に努め、人権意識の普及・定着を図り

ます。 

 

施策 3-3-1-2 人権問題に関する支援の充実 

・日常生活において生じる差別や人権侵害から住民の人権を擁護するため、関係機関と連携し、各種相

談事業の充実に努めるとともに、相談機関等の情報提供を行います。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

人権啓発事業 

人権擁護委員と連携し、人権に

関する各種啓発事業の実施に

より、広く町民の人権意識の向

上を図る。 

206 200 200 住民福祉課 

 

 

(主要施策 3-3-2 男女共同参画社会の実現) 

施策 3-3-2-1 男女共同参画意識の醸成 

・学校教育や社会教育の場において、男女共同参画社会や相互理解についての学習を充実します。 

・男女共同参画に対する住民の理解と認識を深め、固定的な男女役割分担意識の解消を図るための講

演会や懇談会を開催するなど、啓発活動の充実に努めます。 

 

施策 3-3-2-2 男女共同参画社会の形成 

・まちづくりに女性の意見が十分に反映されるよう、各種審議会や委員会などへの女性の積極的参画を

図ります。 

・事業者の協力のもと、雇用分野における男女の均等な機会や待遇の確保を促進します。 

・ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）への理解を深めるために講座等を開催するとともに、育児

や介護への男性の積極的な参加を推進します。 

・婦人会など女性団体やグループの活動を支援するとともに、リーダーの育成や研修活動を推進し、各

種地域活動へ積極的な参加を促進します。 
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第４章 活力とにぎわいのあるまちづくり 

 

重
点
目
標 

No 指標名 
中間目標値 

（平成 27 年度） 

実績値 

（平成 26 年度末） 

最終目標値 

（令和 3 年度） 

1 認定農業者数 55 人 48 人 50 人 

2 耕作放棄地面積 80ha 26ha 10ha 

3 観光人口 290 千人 275 千人 293 千人 

 

第 4-1 節 農林水産業の振興 

(主要施策 4-1-1 農林業の振興) 

施策 4-1-1-1 生産基盤の整備 

・基幹農道の整備に伴い沿線農地等の有効活用に取り組みます。 

・安定かつ効率的な農作業や農業経営が展開できるよう、農道整備やため池、用排水路等の生産基盤

の総合的な整備に努めます。 

・遊休農地の有効活用や棚田の保全、森林の整備を進め、美しい農村づくりを推進します。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

中山間地域等直接支

払制度 

中山間等条件不利地と平坦地の

農地とのコスト差を補填し、農地

としての活用を促進することで、

遊休・荒廃地化を防止する。 

257,000 257,000 257,000 産業振興課 

多面的機能支払交付

金事業 

農家と非農家で構成される団体

が、農地周辺施設（水路・農道）

の保全管理組織の活動支援を行

う。 

11,125 11,125 11,125 産業振興課 

農地整備事業（基幹

農道川棚西部地区）

（県営事業建設負担

金） 

耕畜連携により生産基盤の向上

と輸送の大型化による農畜産物

のコスト縮減を図る。 
100,000 100,000 150,000 産業振興課 

県単独自然災害防止

事業（海岸保全施設・

梅ケ崎地区） 

農地海岸の侵食を防止するため

海岸保全施設整備事業を実施す

る。 

12,250 事業完了 産業振興課 

排水路整備事業（基

幹農道排水流末整

備） 

県営基幹農道整備事業で建設さ

れた道路排水の流末水路の整備

を行うもの。 

8,000 8,000 8,000 産業振興課 
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施策 4-1-1-2 担い手及び生産組織の育成 

・農地の流動化を促進し農地の集積を促すとともに、認定農業者の経営の法人化や集落営農組合の設

立等の支援により、経営感覚に優れた農業経営体の育成を推進します。 

・農業後継者や新規就農者、他産業からの新規参入者等の確保、育成を図るため、相談・指導の充実

や就農希望者の発掘及び受け入れ体制の整備を図ります。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

肉用牛経営安定対策

事業（肉用牛肥育経

営安定特別対策事業

経費補助） 

肥育農家が加入する新マルキン

事業（肥育牛の販売価格が一定

水準以下の場合、発動される価

格差補填事業）に加入する際の

加入費の補助を行う。 

1,600 1,600 1,600 産業振興課 

優良雌牛導入支援事

業 

繁殖農家が、母牛の更新(リース

事業を除く)のため、雌牛を購入

する際の経費補助。(1 頭につき

50 千円×5 頭分) 

250 250 250 産業振興課 

牛舎等補改修推進事

業 

肥育農家の経営の安定を図るた

め、牛舎等の長寿命化を目的と

した補改修に対し補助を行う。

（一戸・一法人 上限 500 千円） 

2,500 事業完了 産業振興課 

特産品販売宣伝促進

事業 

市場のニーズ把握、特産品のＰ

Ｒ・消費活動を実施。生産農家の

経営安定と後継者の育成に努め

る。 

3,066 3,000 3,000 産業振興課 

農業次世代人材投資

事業 

50 歳未満の青年等の新規就農

者に対する、青年等就農計画達

成のための支援金 

3,000 3,000 3,000 産業振興課 

 

施策 4-1-1-3 安定した農業生産の確保 

・関係機関と連携のもと、農業技術指導や支援体制の強化を図ります。また、生産農家の組織強化を図

るとともに、産地の活性化に取り組みます。 

・高品質の農畜産物は基本的に大規模市場を有する都市圏に出荷されますが、地元での販売促進活動

を実施し消費拡大に取り組むことで、町内・県内での需要拡大を図り、経営基盤の強化に努めます。 

・有害鳥獣による農作物への被害を防ぐため、各種被害防止対策を推進します。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

肉用牛経営安定対策

事業（家畜自衛防疫

事業） 

地域内獣医師を確保するため、

雇用経費の一部を負担する。（東

彼 3 町、大村市、JA、共済組合） 

2,000 2,000 2,000 産業振興課 

有害鳥獣対策事業 

2 戸以上の農家がイノシシからの

農地被害防止のため、電気柵・ワ

イヤーメッシュ等を設置する場合

に半額を助成する。 

500 500 500 産業振興課 

イノシシ緊急特別対

策事業 

①イノシシの捕獲報償金事業 

②ワイヤーメッシュ等資材導入事

業などイノシシの捕獲や農地等

への侵入防止対策事業を実施す

る。 

6,150 6,150 6,150 産業振興課 
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施策 4-1-1-4 ブランド化の推進 

  ・地元ブランドである小串トマトについては、生産規模の拡大を支援し、より多くの地域に出荷できるよう

販路の拡大を図ります。 

  ・長崎和牛、アスパラガス等については、ＪＡ及び長崎県の取り組みに連携・協力し、さらなる品質の向

上を図り、知名度を高めることに努めます。 

・川棚町ブランド認証制度の構築に取り組みます。 

（単位：千円）   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 担当課 

物産品販売宣伝促進

事業（再掲） 

市場のニーズ把握、特産品の

ＰＲ・消費活動を実施。生産農

家の経営安定と後継者の育成

に努める。 

3,066 3,000 3,000 産業振興課 

 

施策 4-1-1-5 農村環境の整備 

・集落内生活道路や公園などの整備を進めます。 

 

施策 4-1-1-6 農業の多様な展開 

・観光協会や商工会等とネットワークを形成し、グリーンツーリズムや農産物・加工品の直売、農家民泊

など６次産業化を推進し、多様な農業の展開に努めます。 

 

施策 4-1-1-7 環境保全型農業の推進 

・エコファーマーの育成、GAP（農業生産工程管理）認証を推進し、農業生産活動に伴う自然環境への負

荷軽減を図り、より安全で安心な農作物の供給を推進します。 

 

施策 4-1-1-8 森林の保全と林業の振興 

・林道等の生産基盤の整備を推進します。 

・地元産間伐材を含む長崎県産材の利用を促進します。 

・森林の持つ多面的機能の保全に努めるとともに自然環境・景観の保全に十分注意したレクリエーション、

憩いの場の創出を行います。 

（単位：千円） 

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

松くい虫防除事業 

大崎自然公園内の松の保全

を目的として、薬剤の地上散

布を実施する。 

495 495 495 産業振興課 

ながさき森林づくり担

い手対策事業費 

東彼杵郡森林組合の作業員

に対する厚生費（厚生年金・

年金等）補助 

705 705 705 産業振興課 

林道橋梁点検業務 

林道橋梁の長寿命化を図る

ため、定期的に点検を実施

する。 

2,200 未定 産業振興課 
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(主要施策 4-1-2 水産業の振興) 

施策 4-1-2-1 生産基盤の整備 

・漁業基地として漁港機能の充実を図ります。 

・漁場の生産力を高めるため、魚礁設置事業や海底耕耘、さらには環大村湾地域全体での環境を考え、

関係機関及び自治体と連携し、大村湾浄化を推進します。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 担当課 

漁港施設維持補修

工事 

川棚西部漁港の既存漁港施設

の維持補修工事を実施する。 
3,000 未定 産業振興課 

川棚西部漁港（三越

地区）埋立竣工認可 

川棚西部漁港三越地区整備工

事に伴い埋め立てられた土地に

ついて、公有水面埋立法第２２

条第１項の規定による竣工認可

を受けるための測量等を実施す

る。 

1,988 事業完了 産業振興課 

 

施策 4-1-2-2 資源管理型漁業の推進 

・水産資源の確保を図るため、種苗生産や中間育成に取り組み、つくり育てる漁業を推進します。 

（単位：千円）   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

水産振興費(稚ナマコ

放流等事業補助) 

川棚漁協が実施する、稚ナマコ

の放流等に対する助成を行う。 
264 264 264 産業振興課 

 

施策 4-1-2-3 漁業環境の整備 

・漁業経営の安定化を図るため、漁業協同組合の育成、支援を強化し、経営の効率化、合理化を図り、

魅力ある漁業への再生と後継者の確保に努めます。 

・水産物直売、体験・観光漁業など、漁業の６次産業化の取り組みを推進します。 

(単位：千円) 

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

水産振興費(稚ナマコ

放流等事業を除く) 

漁協及び関係団体が実施する

事業経費の助成を行う。 
366 366 366 産業振興課 

水産多面的機能発揮

事業 

大村湾中央部の海底耕耘を実

施し、大村湾の底質を改善する

ことで、水産資源が増殖しやす

い環境を整える。 

450 450 450 産業振興課 

 

  施策 4-1-2-4 ブランド力の向上 

    ・大村湾産ナマコのブランド力を高めるため、種苗放流等に取り組み、販売量の拡大を図ります。 

(単位：千円) 

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

水産振興費(稚ナマコ

放流等事業補助)（再

掲） 

川棚漁協が実施する、稚ナマコ

の放流等に対する助成を行うも

の。 

264 264 264 産業振興課 
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第 4-2 節 商工業の振興 

(主要施策 4-2-1 商業の振興) 

施策 4-2-1-1 地元商業の育成 

・商工会など、関係機関による経営診断、経営指導の充実を図り、経営体質の改善と経営基盤の強化を

促進します。 

・中小企業者の運転資金、設備及び起業に要する資金の融資を円滑にするため、中小企業振興資金融

資制度の充実を図ります。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

商工会運営費補助 

東彼商工会における商工業者

の経営診断、指導等の経営支

援の充実、強化を図るため、経

営指導員等のスタッフ設置等

に対して運営費の支援を行う。 

5,000 5,000 5,000 産業振興課 

中小企業振興資金預

託事業 

町内の中小企業者の運転資金

及び設備資金の融資を円滑に

実施するため、町内金融機関

に対して預託を行う。 

45,000 45,000 45,000 産業振興課 

創業支援資金預託事

業 

町内の創業及び起業者の運転

資金及び設備資金の融資を円

滑に実施するため、町内金融

機関に対して預託を行う。 

5,000 5,000 5,000 産業振興課 

制度融資保証料補助

事業 

中小企業振興資金及び創業支

援資金の貸付者が支払う保証

料を補助し、制度融資の円滑

な推進を図る。 

439 500 500 産業振興課 

地域おこし協力隊事

業（創業） 

地域外の人材を積極的に活用

し、地域の活性化に必要な施

策を推進する。 

4,017 4,000 4,000 産業振興課 
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施策 4-2-1-2 商業環境の整備 

・商工会と連携し、個性ある店舗の創出に向けた新規開業及び経営革新の支援を図り、魅力ある商店街

づくりを促進します。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

商工会各種事業費補

助 

東彼商工会における各種事業

に対して事業運営の支援を行

う。 

1,580 1,580 1,580 産業振興課 

空き店舗活用促進事

業補助金 

町内空き店舗の活用を促進さ

せるため、町内空き店舗におい

て、3 年以上事業を行う者に店

舗の賃料を最長 2 年間補助す

る。 補助率 1/2（上限：25 千円

/月） 

1,180 1,200 1,200 産業振興課 

 

(主要施策 4-2-2 工業の振興) 

施策 4-2-2-1 中小企業、地場産業の振興 

・商工会など、関係機関による経営診断、経営指導の充実を図り、経営体質の改善と経営基盤の強化を

促進します。（再掲） 

・研究開発、新技術の導入、情報収集などを促進し、新製品の開発、新分野への進出などを支援しま

す。 

・中小企業者の運転資金、設備及び起業に要する資金の融資を円滑にするため、中小企業振興資金融

資制度の充実を図ります。（再掲） 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

商工会運営費補助

(再掲) 

東彼商工会における商工業者

の経営診断、指導等の経営支

援の充実、強化を図るため、経

営指導員等のスタッフ設置等

に対して運営費の支援を行う。 

5,000 5,000 5,000 産業振興課 

中小企業振興資金預

託事業(再掲) 

町内の中小企業者の運転資金

及び設備資金の融資を円滑に

実施するため、町内金融機関

に対して預託を行う。 

45,000 45,000 45,000 産業振興課 

創業支援資金預託事

業（再掲） 

町内の創業及び起業者の運転

資金及び設備資金の融資を円

滑に実施するため、町内金融

機関に対して預託を行う。 

5,000 5,000 5,000 産業振興課 

制度融資保証料補助

事業（再掲） 

中小企業振興資金及び創業支

援資金の貸付者が支払う保証

料を補助し、制度融資の円滑

な推進を図る。 

439 500 500 産業振興課 

施策 4-2-2-2 企業立地の推進 

・企業立地に有効な基盤整備の推進を図ります。 

 

施策 4-2-2-3 新産業の育成、支援 

・新産業の育成や経営革新に向けた支援を行います。 
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第 4-3 節 観光の振興 

(主要施策 4-3-1 観光の振興) 

施策 4-3-1-1 観光振興に向けた基盤づくり 

・関係機関などとの連携のもと、観光振興に関する調査・研究に取り組みます。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

スポーツツーリズム推

進事業（合宿誘致） 

施設の利用拡大や宿泊などに

よる地域の消費拡大を図る。ま

た、地元チームの強化を図るた

め、全国や海外のスポーツ競

技団体の合宿を誘致する。 

500 500 500 産業振興課 

 

施策 4-3-1-2 観光資源の整備 

・大崎自然公園内にある観光レクリエーション施設の整備充実に取り組むとともに、滞在型観光としてさ

らなる魅力の増大に努めます。 

・史跡文化財を町内外へ積極的にＰＲしていくとともに、魚雷発射試験場跡など戦時中の遺構を観光資

源として捉え、活用を検討します。 

・虚空蔵山を中心とする森林資源の活用を進めます。 

・棚田周辺の農山村地域を観光地資源としての活用を進めます。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

くじゃく荘３階空調設

備更新工事 

くじゃく荘３階客室空調機が稼働

不良となっていることから、空調

機を更新する。 

9,243 事業完了 産業振興課 

しおさいの湯テラス

外柵改修工事 

しおさいの湯テラスの転落防止

柵が腐食していることから、柵の

改修を行う。 

1,672 事業完了 産業振興課 

しおさいの湯館内空

調機器更新工事 

しおさいの湯館内の空調設備が

老朽化により稼働不良となって

いることから、空調設備を更新

する。 

14,456 事業完了 産業振興課 

 

施策 4-3-1-3 情報発信・観光ＰＲの推進 

・さまざまな媒体を活用し、観光施設、宿泊、イベントなど観光に関する情報を積極的に発信します。 

・周辺市町等と連携し、観光キャンペーンの共同化を図るとともに、広域的な観光ＰＲを推進します。 

（単位：千円）   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

周辺市町等観光連

携推進事業 

①県北地域の市町及び民間団

体等の連携して観光事業を推進

する。 

②ＪＲ大村線沿線市町と連携し

て観光事業を推進する。 

478 500 500 産業振興課 
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施策 4-3-1-4 観光推進組織の育成・支援 

・観光協会や観光ボランティアガイド、各種イベント主催者などによる活動の育成・支援に取り組みます。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 担当課 

観光振興事業（イベ

ント補助） 

①観光協会の運営及び各種イベ

ント 

②地域団体による各種イベント等

（観光協会経由による補助実施）

の活動の育成、支援を行う。 

③夏まつり運営の支援を行う。 

7,600 7,600 7,600 産業振興課 

 

施策 4-3-1-5 体験型観光の振興 

・グリーンツーリズムやブルーツーリズムを推進し、本町の自然資源や産業と連携した体験型観光の振

興を図ります。 
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第５章 住民と行政がともに歩むまちづくり 

 

重
点
目
標 

No 指標名 
中間目標値 

（平成 27 年度） 

実績値 

（平成 26 年度末） 

最終目標値 

（令和 3 年度） 

1 年間のホームページアクセス件数 158,000 件 202,588 件 300,000 件 

2 年間の携帯ホームページアクセス件数 153,000 件 428,674 件 450,000 件 

3 実質公債費比率 15.00% 12.80% 8.00% 

4 将来負担比率 90.00% 47.50% 30.00% 

 

第 5-1 節 協働によるまちづくりの推進 

(主要施策 5-1-1 住民参加の推進) 

施策 5-1-1-1 広報・広聴及び情報提供の充実 

・広報かわたなや町ホームページを通じて、積極的な行政情報の提供に努めるとともに、さまざまな機会

をとらえて住民からの意見聴取を図るなど、広報・広聴活動の充実に努めます。 

・住民の知る権利を保障し、町政への参加を促進するため、個人のプライバシーの保護に留意しながら

情報公開の推進に努めます。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

行政情報の提供 

広報、町ホームページ、テレビ

データ放送で行政情報を提供

する。 

5,355 5,355 5,355 総務課 

 

施策 5-1-1-2 まちづくり意識の醸成 

・行政と住民が、協働に関する共通認識を持ち、町の計画づくりやさまざまなまちづくり活動における住

民の積極的な参加を促すことで、まちづくり意識の醸成に努めます。 

・各種祭事、イベントなどの開催により、地域連帯意識の醸成に努め、住民の自治意識の高揚を図りま

す。 

 

施策 5-1-1-3 まちづくり団体の育成、支援 

・まちづくり団体などの積極的な育成、支援に取り組むとともに、その企画、立案によるまちづくり事業の

展開を図ります。 

(単位：千円)   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 担当課 

まちづくり団体支援事

業 

町民が中心となる団体が個性

豊かで魅力と活力のあるまち

づくりに自主的に取り組む活動

を支援する 

800 800 800 企画財政課 

 

 

(主要施策 5-1-2 コミュニティ活動の推進) 

施策 5-1-2-1 コミュニティ意識の醸成 

・広報かわたなや町ホームページなどを通じ、コミュニティに関する情報提供を行うとともに、さまざまな地

域活動の機会創出を図り、住民による自主的な地域づくりへの参加意識の高揚を図ります。 

・コミュニティ意識の啓発活動や講座の開催などを通じ、自治意識の醸成、高揚に努めます。 
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施策 5-1-2-2 コミュニティ活動の促進 

・コミュニティ活動の場の整備充実及び活用促進を図るとともに、コミュニティ活動団体が実施する地域づ

くり事業に対して支援を行います。 

・コミュニティ活動団体におけるリーダーの発掘、育成に取り組み、地域社会の連帯感を深めます。 

・地域コミュニティの課題に対し解決方法や仕組みづくりなどを助言し、地域コミュニティ活動を側面から

支援します。 

（単位：千円）   

事務事業名 事務事業の概要 令和3年度 令和4年度 令和5年度 担当課 

地区公民館建設費補

助 

地区公民館建設及び改修に伴

う補助を行う。 
1,449 未定 教育委員会 

自治会活動支援補助 
自治会の活動の活性促進を図

る。 
13,000 13,000 13,000 総務課 

 

 

第 5-2 節 効率的・効果的な行財政運営 

(主要施策 5-2-1 健全な行財政運営の推進) 

施策 5-2-1-1 計画的で効率的な行政運営の推進 

・行政の責任領域を見直し、民間で行った方が効率性、経済性に優れているサービスについては、積極

的かつ計画的に指定管理者制度や民営化、民間委託など、民間活力の導入を推進します。 

・職員の適正な定員管理に努めるとともに、より効果的・効率的な組織機構の再編を推進します。 

・「人材育成プラン」に基づき、各種職員研修の機会を活用し、意識改革や専門的な知識、技術の習得な

ど、職員の資質向上に努めます。 

・多様化する行政ニーズに的確に対応するとともに、住民により身近な公共施設としての機能向上を図

るため、新しい役場庁舎の建設を検討します。 

（単位：千円）   

事務事業名 事務事業の概要 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 担当課 

人材育成プランの実

施 

川棚町人材育成プランに基づき

職員研修等の充実を図る。 
1,000 1,000 1,000 総務課 

例規システム維持管

理費 

例規システムの安定稼働を図

る。。 
2,310 2,310 2,310 総務課 

新庁舎建設事業（再

掲） 

現庁舎本館棟の老朽化が顕著

であるため、防災拠点機能を備

えた新庁舎に建て替える。 

新庁舎建設後に周辺整備を行

う。 

1,024,574 38,519 事業完了 新庁舎建設室 

別館棟改修工事 
新庁舎と一体的な利用をするた

め、建物の長寿命化を図る。 
18,350 139,957 未定 新庁舎建設室 

第２別館改修工事 

旧郷土資料館展示収蔵物の保

管先とする改修に先行して耐震

補強・改修設計を行う。 

15,400 未定 未定 新庁舎建設室 

地理情報システム（固

定資産評価支援シス

テム）管理費 

電算課税データや航空写真など

を一元化することで、課税客体

の現況把握、現地調査の効率化

などを図る。 

198 198 198 税務課 

家屋評価システム更

新 

家屋調査後の平面図作図及び

評価計算を行うシステムを更新

する。 

193 193 193 税務課 

戸籍システム機器更

新・運用 

戸籍システム関連機器の更新を

実施し、安定したシステム運用、

セキュリティの向上を図る。 

5,856 5,856 5,856 住民福祉課 
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施策 5-2-1-2 健全で効率的な財政運営の推進 

・統一的な基準による地方公会計の整備により、財政健全化に向けた取組を一層強化し、効率的、効果

的な財政運営の推進に努めます。また、「公共施設等総合管理計画」を策定し、将来コスト等の予測を

行い、財政負担の軽減・平準化を図ります。 

・課税対象の的確な把握と収納率の向上を図るとともに、使用料･手数料については受益者負担の原則

に基づき、必要に応じて見直しを行い、自主財源の確保に努めます。 

・行政需要に見合う国・県などの有効な補助事業や支援策を積極的に活用して、自主財源負担の軽減を

図ります。 

・地方分権時代に即した、地方と国の財源の適正な配分を要請します。 

(単位：千円) 

事務事業名 事務事業の概要 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 担当課 

番号制度に係るシス

テム管理費 

安定した番号制度を図るためのシ

ステム維持管理費用 
4,1639 4,163 4,163 総務課 

公有財産管理 
公有財産を的確に把握・管理する

とともに適正な財政運営を行う。 
未定 企画財政課 

統一的な基準による

財務書類等作成事

業 

統一的な基準による財務書類等

を作成・分析することにより財政

運営の健全化に活用する。 

4,235 4,235 4,235 企画財政課 

ふるさと応援寄付金

の包括委託 

ふるさと応援寄付金ポータルサイ

トを活用することにより、ふるさと

応援寄付金の増額を目指す。 

38,779 38,779 38,779 企画財政課 

 

 

 

(主要施策 5-2-2 広域行政の推進) 

施策 5-2-2-1 周辺市町との連携 

・周辺市町との連携を強化し、広域的な事務事業の充実を図り、効率的な運営に努めるとともに、施設の

相互利用など多様な分野における広域的な施策の展開に努めます。 

 

施策 5-2-2-2 国・県との連携 

・国・県との連携を強化し、必要な事業については、その実施や援助などを積極的に要望します。 

 


