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予算分科会審査報告書

平成 31 年 2 月 28 日の本会議で予算分科会審査に付された、平成 31 年度の一般会計を
はじめとする議案第 22 号から議案第 34 号までの予算議案について、予算分科会審査を終
了したので、別紙のとおり審査意見を付して報告する。

予算分科会審査開催日

総務建設委員会

3月 4日、3月 5日

文教厚生委員会

3月 6日、3月 7日
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総務建設委員会予算分科会審査報告書
企画財政課
平成 31 年度の一般会計予算は、歳入歳出 112 億 4,200 万円で、前年度比 4.2％の減額と
なっている。
歳入の自主財源は前年度比 2.0％減の 65 億 3,010 万円で、構成比は 58.1％である。歳入
全体の 47.0％を占める町税は 52 億 8,433 万円で前年度比 1.7％増となるが、分担金及び負
担金は、幼児教育・保育の無償化により、前年度比 20.4％減の 1 億 9,875 万円となってい
る。
依存財源は前年度比 7.0％減の 47 億 1,190 万円で、構成比は 41.9％である。自動車取得
税交付金が税制改正により 9 月末で廃止され、10 月からは新たに環境性能割交付金が交
付される。環境性能割は、環境に負担のかからない自動車については非課税となること
や、県からの交付率が下がることから、今後減少が見込まれている。
歳出は、性質別歳出状況では、経常的経費が前年度比 7.7％増の 88 億 2,796 万円であ
る。こども医療費の拡大や障害福祉サービス給付費の増額により、扶助費が前年度比で
6.6％増加したほか、下水道事業特別会計への繰出金が、地方公営企業法の適用により補
助としての扱いとなった為、補助費等が 49.5％増加し、繰出金は 32.1％減少した。投資的
経費は、前年度比 31.8％減の 12 億 5,697 万円となり、単独事業費以外は減額となる。
企画調整事務事業は、町勢要覧の印刷製本費の皆増により前年度比 16.2％の増、文書広
報事務事業は、有線放送施設整備費補助に対する自治会からの要望が増え、前年度比 5.4
％の増となった。
基金管理事業では、前年度比 1.8％減の 1,037 万円が財政調整基金への積立として見込
まれている。
自治振興事業では、組数の減少により組連絡事務委託料が 5 万円減額された。区長の業
務が少しでも軽減されるような取り組みにも努められたい。
まちづくり事業では、移住就業支援事業費補助金として 100 万円が計上されている。ま
た、移住定住パンフレットも印刷が予定され、移住定住への対策が計画されている。
都市交流事業では、カーマン市姉妹都市交流訪問事業の皆増により、前年度比 145.4％
の増、統計調査事業では、経済センサス基礎調査外 2 調査の皆増により前年度比 68.5％の
増となった。
その他、農業集落排水事業等特別会計繰出事業、各種基金管理事業、起債元金・利子償
還事業などが計上されている。
限られた予算を有効に使い、「環境・健康・交流都市函南」の実現に向け、着実な事業
執行を推進すると共に、基金の積立や計画的な事業計画による将来を見据えた財政運用に
も努められたい。
（土地取得特別会計）
予算額は 2,142 万円で、前年度比 9.2％の増となる。土地開発基金を取崩し、新田第１
樋管、第２樋管連絡水路事業に伴う用地 1,071 ㎡の先行取得が計画されている。土地の購
入に関しては、不動産鑑定を依頼するなど、適正な価格での購入に努められたい。
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総務課
一般管理総務事務事業は、職員の退職や、公共交通対策事業が新規事業科目となったこ
とから、前年度比 4.3％の減となり、職員人事、給与、例規文書等の管理業務に係る経費
が計上されている。
職員研修事業は、前年度比 5.2％の減となるが、職員から要望があるような研修は派遣
ができるよう計画され、職員健康管理・福利厚生事業では、職員のメンタルヘルス対策が
図られ、職員の希望があれば産業医による面談も可能となっている。
交通安全対策事業では、カーブミラーの修繕として 40 か所が計画されている。
公共交通対策事業は、地域公共交通対策の推進を図るための事業で、1,036 万円が計上
されている。法定協議会の設立や乗降者を対象としたアンケートの実施、地域公共交通網
形成計画の策定が予定されている。自主運行バス等補助金は、新たにパサディナ区への補
助も増え、18 万円が計上されている。
選挙に関する事業は、選挙管理委員会事務事業、選挙啓発事務事業のほかに、7 月執行
予定の参議院議員選挙、4 月執行予定の県議会議員選挙、町議会議員選挙事務に関する経
費が計上されている。投票所に対する各区からの意見聴取や、投票所までの移動が困難な
有権者への対応など、投票率向上へ向けての対策に努められたい。
常備消防事業は、組合債の元金償還の開始や人件費の上昇などにより、駿東伊豆消防組
合への負担金が増加し、前年度比 0.8％の増となっている。
非常備消防事業は、消防団第 2 分団の消防ポンプ車の老朽化による更新のための自動車
購入費や、耐震強度が不足する第 5 分団詰所建築実施設計業務委託料が計上されている。
災害対策事業では、前年度に引き続き防災ラジオの販売が予定され、平成 25 年度より
継続して整備されている同時通報無線デジタル化に伴う工事費も計上されている。また、
腐食が激しい函南中学校の防災倉庫の更新が計画されている。その他、丹那小学校非常用
電源切替装置設置工事に関する費用が計上され、広域避難所である丹那小学校への非常用
電源の確保が図られる。
（平井財産区特別会計）
予算額は 121 万円であり、平井公民館手すり改修工事の終了により、前年度比で 73 万
円の減となっている。また、定期預金額の減少により基金利子が 5 万円減額となった。
（上沢財産区特別会計）
予算額は 1 千円で、財産区基金の利子を積み立てるものである。
税務課
町税の予算額は 52 億 8,433 万円となり、前年度比で 1.7％の増が見込まれている。
町民税の個人分は、労働者人口の減少により前年度比 0.8％の減、法人分は前年度比
11.3％の増が見込まれている。法人分は、納税義務者数に大きな変動はなく、特定企業 1
社の経営状況が大きく影響している。今後も景気の動向には十分に留意されたい。
固定資産税は、前年度比 2.7％の増が見込まれている。増額の要因は、平成 31 年度が評
価替えの翌年度のため、家屋の課税標準額は据え置きとなり、新築家屋分と新築家屋の軽
減期間が満了する分が増額となることによる。
軽自動車税は、消費税増税前による需要及び環境性能割交付金の皆増により、前年度比
4.7％の増が見込まれている。環境性能割は町で賦課徴収することとなるが、当分の間は
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県が賦課徴収事務を行う事となる。
町たばこ税は、たばこの本数の減少により前年度比 3.1％の減が見込まれ、入湯税は、
直近の利用者数をもとに算定され、前年度比 5.9％の増が見込まれている。
都市計画税は、新築家屋分の増加により前年度比で 1.4％の増が見込まれている。
歳出の賦課徴収事務事業では、固定資産税基礎資料作成業務委託料や、コンビニ収納代
行事務手数料が計上されている。静岡地方税滞納整理機構負担金は 530 万円が計上され、
徴収困難事案の解消が図られる。
引き続き効果的、効率的な収納率向上対策を図り、自主財源の確保に努められたい。
管財課
財産管理事業は、公共施設劣化状況調査業務委託料 594 万円が計上され、公共施設の長
寿命化への対策が図られる。
公園管理事業は、柏谷公園野球場東側トイレ改修工事及び周辺改修工事により、段差の
解消や和式から洋式への改修、ベビーベッドの設置などが予定され、子育て世代への公園
利用の促進が図られる。
ＩＴ推進事務事業は、県補助金である光ファイバ網整備事業費補助金を活用し、丹那小
学校区の光ファイバ網整備事業が予定されている。
町営住宅管理事業は、工事請負費が国からの交付金の減少により減額となり、前年度比
で 48.9％の減となった。交付金の要望は今後も行われ、改修は継続される。計画的な改
修、迅速な修繕を行い、多くの方が利用できる町営住宅の維持管理に努められたい。
会計課
歳入は、県証紙の売りさばきに係る手数料 29 万円が見込まれ、基金積立金に係る定期
預金利子は 37 万円が見込まれる。定期預金利子の利率は 0.01％から 0.07％で計算され、
低利率ではあるが、リスクの軽減が図られている。歳計現金に係る普通預金利子は、年間
の平均残高に基準金利 0.001%を掛けた額が見込まれている。
歳出は、各種封筒や決算書の印刷費、指定金融機関の派出手数料が計上されている。
議会事務局
議会運営委員会と議会だより編集委員会の視察が隔年実施のため特別旅費が増額した他、
改選期に伴い被服費等の需用費が増額した。また、議場設備の保守点検業務委託費や、議
場録画機器の更新工事費も計上されている。他に議員 16 名の報酬及び職員 3 名の人件費
や、会議録作成、会議録検索システム作成委託料が計上されている。
監査委員事務局
監査委員事務事業は、例月出納検査や定期監査の活動費と監査委員 2 名の報酬及び事務
局職員 1 名の人件費が計上されている。新たに全国町村監査委員協議会負担金が計上さ
れ、研修会への参加や情報提供などの充実が図られる。
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産業振興課
農業委員会事務事業は、農業委員 12 人と農地利用最適化推進委員 6 人の報酬、費用弁
償などと農地法の適正な運用を図るための農地台帳システム賃借料が計上されている。
農業総務事務事業は、職員の人件費と地域再生計画事業評価委員の報償費や有害鳥獣防
除柵等設置事業費補助金、有害鳥獣被害防止対策事業補助金が計上されている。
農業振興事業は、農業者や農業団体への育成支援など総合的な農業体質強化を図るた
め、レンゲ種子購入費、静岡県で開催させる全国農業担い手サミット負担金が計上されて
いる。
地域農政推進対策事業は、農業振興地域の見直しに向けた農業振興地域整備計画基礎調
査業務委託料、トラクターや乾燥機を購入する農業経営者を支援するための経営体育成事
業費補助金が計上されている。
畜産振興事業は、酪農経営の安定化を図る事業への各種補助金が計上されている。
県単土地改良事業は、韮山中央農道函南町分 170ｍの設計及び地質調査業務委託料、柏
谷ため池転落防止柵設置の工事請負費が計上されている。
町営土地改良事業は、国交省に申請する肥田揚水機場の占用申請図書等作成業務委託
料、農業関連団体等が行う農業施設整備事業への原材料支給費や補助金が計上されてい
る。
排水機場管理事業は、排水機場等の管理運営に要する経費で、川島ポンプ場ゲート修繕
工事費、新田及び落合排水機場の改修事業負担金が計上されている。
林業振興事業は、林道草刈りや修繕費、緑化推進を図る苗木料が計上されている。
商工振興事業は、ふるさと納税運用代行業務委託料や住宅リフォーム助成分の対象事業
を拡大し、ブロック塀改修を含めた商工会に対する補助金が計上されている。
観光振興事業は、観光プロデューサーの報酬や伊豆半島ジオパーク推進協議会、美しい
伊豆創造センターへの負担金、町内観光施設の宣伝、広域的観光振興のための観光振興事
業費補助金が計上されている。
道の駅管理事業は、道の駅「伊豆ゲートウェイ函南」の施設維持管理運営委託料や PFI
事業管理運営等支援業務委託料、償還金が計上されている。
川の駅管理事業は、今年度に完成する川の駅「伊豆ゲートウェイ函南」の施設管理運営
業務委託料、水辺広場の堆積土砂撤去費が計上されている。
建設課
土木総務事務事業は、職員給与や道路施設の維持費、道路台帳の更新等のほか、平成
31 年度から徴収する道路占用料に係る道路河川占用システムの賃借料が計上されてい
る。
道路維持補修事業は、道路愛護事業に要する経費や町道の維持補修に必要な原材料支給
に要する経費が計上されている。
国庫補助道路新設改良事業は、町道 1－4 号線、1－6 号線、1－8 号線の 3 路線等の工事
請負費、土地購入費及び物件補償費が計上されているほか、市街地の安全性の向上を目的
とした狭あい道路整備事業の実施が予定されている。
町単独道路新設改良事業では、県道の拡幅に伴う静岡県との協定に基づく道路改良工事
や 44 橋梁の設計監理委託料、1.・2 級その他町道の改良工事費と土地購入費、住民サービ
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ス工事・交通安全施設工事のほか、橋梁の点検補修費に係る予算が計上されている。
河川維持事業は、機場・樋管の操作委託料、各排水ポンプの管理に係るもの及び各地区
に実施を依頼する河川堤防の草刈に要する交付金が計上されている。
河川改良事業は、河川や生活排水路の改良と内水排除、浸水被害の防止を図るため、上
沢用水路改修と日守下の谷戸ポンプ改修費や県が実施する柿沢川堤防天端舗装工事の建設
負担金が計上されている。
公園整備事業では、函南運動公園第 2 工区の最低限の維持補修費が計上されている。
都市計画課
都市計画総務事務事業は、わが家の専門家診断委託料（TOUKAI-0）で 40 件、地震対
策事業費補助金の木造住宅補強計画策定事業で 14 件、木造住宅耐震補強助成事業で 10 件
を見込んでおり、ブロック塀等耐震化事業とあわせて計上されている。
雨水浸透・貯留施設設置費補助金及び耐震シェルター設置・防災ベッド購入事業費補助
金については、前年度同額が計上されている。
平成 31 年度の新たな補助金として、静岡県が指定する緊急輸送路沿道で建物が倒壊
し、輸送路を閉塞する危険性のある建築物に対して、耐震補強計画策定に係る補助金が計
上されている。
上下水道課
（一般会計）
合併処理浄化槽普及事業は、生活環境や水環境向上のため、合併処理浄化槽の普及を促
進する事業であり、設置見込みは 16 基の合併処理浄化槽設置事業費補助金が計上されて
いる。
蛇ケ橋ポンプ場維持管理事業は、下水道事業の公営企業会計化に伴い、下水道事業特別
会計から一般会計の事業へ移管したもので、ポンプ場の光熱水費、施設管理委託料が計上
されている。
都市下水路維持管理事業も、一般会計の事業に移管したもので、雨水排水機場の保守点
検委託料、間宮、塚本地区の都市下水路浚渫工事費が計上されている。
（農業集落排水事業特別会計）
予算額は 1,124 万円で、田代地区に整備した終末処理施設等の維持管理に関する費用と
建設費の地方債の償還に係るもので、マンホールポンプ２箇所の保守点検業務委託料と処
理施設機能診断に伴う調査業務委託料が計上されている。
公営企業会計
（下水道事業特別会計）
３条予算の収益的収入及び支出の事業収益は９億 7,655 万円、事業費用は 10 億 2,585
万円で平成 31 年度はマイナス 4,575 万円の純利益が計上されている。
事業収益は、下水道使用料、他会計負担金（一般会計繰入金）、長期前受金戻入等を見
込んでいる。
営業費用は、マンホールポンプの維持管理費用、流域下水道処理費負担金、下水道料金
等の賦課徴収に係る総係費のほか、減価償却費、企業債利息等を見込んでいる。
４条予算の資本的収入及び支出の予定額は、資本的収入が２億 9,570 万円で、資本的支
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出は５億 9,573 万円が計上されている。
資本的収入は、企業債、国庫補助金のほか、負担金、寄付金等を見込んでいる。
資本的支出は、下水道施設工事等の建設改良費、企業債償還金を見込んでいる。
（上水道事業特別会計）
３条予算の収益的収入及び支出の事業収益は 6 億 3,514 万円、事業費用は５億 1,619 万
円で平成 31 年度は 7,441 万円の純利益が計上されている。
事業収益は、給水収益や水道加入金の増額、事業費用は、営業費用の事業活動全般及び
料金徴収等に要する経費の増額を見込んでいる。
４条予算の資本的収入及び支出の予定額は、資本的収入が２億 150 万円で、２億円の第
1 浄水場更新工事に伴う企業債の増加によるもので、資本的支出は５億 2,397 万円で、第
１浄水場更新工事の請負費として４億 6,736 万円が計上されている。
（畑、丹那簡易水道事業特別会計）
３条予算の収益的収入及び支出の事業収益は 969 万円、事業費用は 1,088 万円で平成
31 年度はマイナス 85 万円の純利益が計上されている。
事業収益は、水道料金、竣工検査手数料、水道加入金、長期前受金戻入等を見込んでお
り、営業費用は、浄水場、配水池、配水管路の維持管理費用、営農飲雑用水整備事業交付
金、水道料金等の賦課徴収費用、減価償却費等を見込んでいる。
４条予算の資本的収入及び支出の予定額は、資本的収入及び資本的支出とも 21 万円が
計上されている。
資本的収入は、基金取り崩しを見込み、資本的支出は、量水器の購入費用、企業債償還
金を見込んでいる。
（田代、軽井沢、丹那地区簡易水道事業特別会計）
３条予算の収益的収入及び支出の事業収益は 3,788 万円、事業費用は 4,196 万円で平成
31 年度はマイナス 396 万円の純利益が計上されている。
事業収益は、水道料金、竣工検査手数料、財産貸付収入、水道加入金、長期前受金戻入
等を見込んでおり、営業費用は、浄水場、配水池、配水管路の維持管理費用、水道料金等
の賦課徴収費用、減価償却費等を見込んでいる。
４条予算の資本的収入及び支出の予定額は、資本的収入が 2,216 万円で、資本的支出は
2,224 万円が計上されている。
資本的収入は、基金取り崩しを見込み、資本的支出は、水道施設更新工事費、量水器の
購入費用、企業債償還金を見込んでいる。
（東部簡易水道事業特別会計）
３条予算の収益的収入及び支出の事業収益は１億 7,774 万円、事業費用は１億 8,880 万
円で平成 31 年度はマイナス 1,090 万円の純利益が計上されている。
事業収益は、水道料金、竣工検査手数料、水道加入金、長期前受金戻入を見込んでお
り、営業費用は、浄水場、配水池、配水管路の維持管理費用、駿豆水道受水費、水道料金
等の賦課徴収費用、減価償却費等を見込んでいる。
４条予算の資本的収入及び支出の予定額は、資本的収入が 1,186 万円で、資本的支出は
2,245 万円が計上されている。
資本的収入は、基金取り崩しを見込み、資本的支出は、ポンプ場改修工事費、量水器の
購入費用、企業債償還金を見込んでいる。
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文教厚生委員会予算分科会審査報告書
学校教育課
事務局事務事業は、平成 31 年度から保育・幼児教育から小学校への連携を図るための
新たな指導主事や ICT 学習支援員等の雇用が予定されている。また、学校での活動中に脳
震盪と診断された場合、体育活動を再開する際に必要な文書料として頭部外傷時文書発行
手数料が平成 31 年度より計上されている。
教育支援センター事務事業は、平成 31 年度より事務局事務事業から分けて予算管理す
ることとした。センター長、チーフカウンセラー、発達指導員、言語聴覚士、生徒指導支
援専門監、適応指導教室指導員の人件費が主なものであり、備品として、学習障害による
読み書きが困難な特性を持つ子ども達が、通級指導教室で活用するタブレット 9 台分を計
上している。
小学校管理事業は、平成 31 年度から函南小学校で 1 年生が 1 クラス増えるため、低学
年支援員を 1 名増員する。建築基準法に基づく特殊建築物定期調査、コンクリートブロッ
ク造建物調査と今後の長寿命化計画に反映させるため、劣化状況等調査の実施が予定され
ている。
小学校教育振興事業は、小学校 5 校を 2 名で巡回する外国人語学助手業務委託により英
語の学力向上に努めている。平成 31 年度から就学援助費のうち、入学用品費は 3 月に前
倒しての支給が予定されている。
中学校管理事業は、小学校同様、特殊建築物定期調査、劣化状況等調査、コンクリート
ブロック造建物調査等の実施が予定されている。また、函南中学校大規模改修工事の北校
舎分のほか、東中学校窓ガラス飛散防止フィルム張替工事などが計画されている。
中学校教育振興事業は、中学校２校を 2 名で巡回する外国人語学助手業務委託、両中学
校の部活動等振興費補助金等が計上されている。
生涯学習課
コミュニティ推進事業は、西部コミュニティセンター内の消火器と掃除機の買い替えを
予定している。また、シャギリ保存会への補助や町内 10 区が行う地区公民館改修工事に
対しての補助などにより、町内全体におけるコミュニティの推進が図られている。
ふれあいセンター管理事業は、事務所内のエアコン交換工事が予定されている。
文化センター管理事業は、文化センターの窓ガラス飛散防止フィルム張替工事、消火器
の買い替え等が予定されている。
文化財保護事業は、柏谷横穴群の法面改修工事や丹那断層公園内案内看板付け替え工事
が予定されている。
文化財調査事業は、柏谷寺尾原遺跡整理作業業務委託料が平成 30 年度から引き続き計
上されている。
図書館等管理事業は、図書館内のエレベーター防水工事を地下水に対する安全性を考慮
した上で計画されている。また、図書購入数は収蔵能力や除籍数の減少、県内図書館の相
互貸借制度の利用者への浸透により、蔵書計画を見直しその計画に合った予算が計上され
ている。読書記録ノートは新小学一年生用にファイルの一括購入が予定されている。
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仏の里美術館管理事業は、美術館庭園上段の樹木の伐採が予定されている。
体育施設管理事業は、函南小学校第２グランド倉庫解体・設置工事費が計上されてい
る。
運動公園等管理事業は、かんなみ運動公園の法面や調整池周辺、柏谷公園野球場等の芝刈
り、草刈り、運動公園テニスコートのネット購入が予定されている。
子育て支援課
児童福祉総務事務事業は、2020 年度からの５年間の事業計画策定に係る第２期子ども
・子育て支援事業計画策定支援業務委託料を予算計上している。また、乳幼児と一緒に親
が外出しやすい環境を、企業が整備するための補助を行うベビーキッズ・スペースパーク
整備事業費補助金や柏谷公園再整備に係る乳幼児を対象とした遊具設置工事、かんなみ子
宝祝金を一律５万円とし支給対象を第４子から第３子に拡充するなど、少子化対策の推進
が図られている。
保育園管理事業は、町外の民間保育所等への入所児童の増加を見込んで予算計上されて
いる。
子育て・交流センター運営事業は、毎週 1 回地域の公民館で行う子育てサロン事業の開
催に係る子育てコーディネート事業委託料が予算計上されている。
こども医療費等助成事業は、平成 30 年度中途から実施しているこども医療費助成の高
校生年代までの拡大も対象として予算計上されている。
留守家庭児童保育所管理事業は、東部留守家庭児童保育所の門扉設置工事や北部留守家
庭児童保育所のエアコン交換工事など、保育所における保育環境の整備が図られている。
幼稚園管理事業は、平成 31 年度より丹那幼稚園において、３歳児保育及び年間預かり保
育の開始を予定している。また、文部科学省からの指導による幼稚園舎等の劣化状況等調
査業務委託料を予算計上している。自由ヶ丘幼稚園の雨漏りや間宮幼稚園の外倉庫の更新
工事など環境整備が図られている。
環境衛生課
環境保全事業は、再生可能なエネルギーの利活用のため、住宅用太陽光発電システム設
置費補助金が平成 30 年度に引続き町単独事業として計上されている。
環境美化事業は、「さらに 1 割ごみ削減」運動のさらなる推進を図るため、室内で使用
できる段ボールコンポスターの普及に力を入れており、生ごみ処理機設置費補助金を増額、
また、子供会や老人会等が実施する資源ごみの集団回収に対して、奨励金を交付している。
し尿処理事業は、施設の管理等と機器整備工事が計上されている。
一般廃棄物収集事業は、雑びんを中間業者を通さず、リサイクル協会へ搬出しており、
経費の削減が図られている。
最終処分事業は、汚水処理施設の回転円盤槽の更新工事を予定している。
廃棄物処理施設管理事業は、ごみ焼却場№３飛灰コンベア更新工事、ごみ焼却場№1・2
焼却炉ロストル交換工事等の設備改修工事が計画されている。
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住民課
（一般会計）
戸籍住民基本台帳事務事業は、戸籍・住民基本台帳事務、個人番号カード関連事務など
に要する経費が計上され、相談事務では、毎月１回、人権擁護委員、行政相談員及び弁護
士による人権行政法律相談が開かれている。
国保国民年金事務事業は、前年度比で 13.7％の減で、出生数見込みの減や事務事業等の
財源精査などによる国民健康保険特別会計繰出金の減額が主な要因となっている。
後期高齢者医療事業は、歯と口腔の健康づくり事業が予定され、医療費削減の対策が図
られることとなる。
（国民健康保険特別会計）
予算額は 41 億 5,441 万円であり、前年度比で 9.8％の減である。保険者努力支援金は
1,816 万円が計上されている。特定健診受診率、国民健康保険税徴収率の向上を図り、支
援金の確保に努められたい。
（後期高齢者医療特別会計）
予算額は 4 億 5,182 万円で、前年度比で 1.1％の増であり、被保険者の増加が主な要因
となっている。
福祉課
（一般会計）
社会福祉総務事務事業は、わかくさ共同作業所の指定管理者を選定する選定委員会に要
する費用が計上され、指定管理者の選定が行われることとなる。
老人福祉事業では、食の自立支援事業の運用が見直され、独居高齢者に対する安否確認
と食の確保に加え、地域包括支援センターと連携して利用者の自立につながるような促し
も図られることとなる。
老人いこいの家管理事業は、前年度計上された土地購入費が皆減されたため、前年度比
93％の減となっている。
心身障害者福祉事業は、基幹相談支援センターに発達段階が気になる児童への療育相談
機能が追加され、機能強化のため委託料が増額となるなど、障害児・者支援の更なる充実
が図られることとなる。
災害救助事業は、補助費の弔慰金や見舞金が計上され、雇用促進事務事業は、高齢者の
雇用促進と勤労者福祉の推進として、シルバー人材センター運営費補助金や住宅建設資金
の利子補給事業が計上されている。
（介護保険特別会計）
予算額は 28 億 9,384 万円であり、前年度比で 3.3％の減である。地域包括支援センター
には、新たに保健師、社会福祉士が 1 名ずつ配置され、町内全域の居場所に出向き、認知
症相談や介護認定の代行申請を行うなど機能強化が図られることとなる。介護予防・生活
支援サービス事業では、要支援 1.2 及び事業対象者の高齢者を対象に居場所や生活支援サ
ービスを提供する団体に対し補助が行われる。任意事業では、ＱＲコードを使った認知症
高齢者の見守り事業が開始されることとなる。
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健康づくり課
保健総務事務事業は、平成 31 年度は当番制により函南町が田方救急医療協議会の事務
担当となり、2 市 1 町の負担金を取り扱うため、増額となっている。
保健福祉センター管理事業は、前年度より継続して保健福祉センター内の蛍光灯ＬＥＤ
化工事が予定されている。
健康づくり推進事業は、従前の「スポーツ・健康フェスタ」に、健康・長寿の要素を加
えた新たなイベントが予定されている。文化センターや知恵の和館を会場とし、健康相談
や講演会が予定され、それに関する講演会報償金、消耗品等が新たに計上されている。
生活習慣病予防事業は、各種検診や健康マイレージに関する経費が計上され、予防接種
事業は、感染症予防のための予防接種に係る経費が計上されている。
母子保健事務事業は、産前産後サポート事業委託料で、新たに妊娠出産包括支援事業
「ママデイサービス」が予定されている。湯～トピアかんなみを会場にして栄養士、保健
師による相談や、母親の産後の体操、参加者同士の交流の場が設けられる。
結核検診事業は、65 歳以上の方を対象に実施する胸部レントゲン検診に要する経費が
計上され、結核検診委託料の単価が上がったため、前年度比で 17.1％の増となる。
温泉会館管理事業は、指定管理期間満了に伴う次期指定管理者選定委員会の開催が予定
されている。また、露天風呂の漏水防止工事やサウナ室改修工事などの工事請負費が計上
されている。
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