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１． 計画の概要 

（１）計画策定の目的 

平成２９年５月からスタートした「黒滝村総合計画」を総合的且つ計画的に推進するた

めの実施計画を策定します。また、向こう３ヵ年に想定される事業を示し、村民との情報

共有を図ると共に、財政運営の参考資料とすることも目的としています。 

 また、本実施計画は、今後の社会経済情勢・行政需要・行財政改革の影響等を勘案し、毎年

度ローリングにより見直しを実施するものです。 

（２）計画の期間 

実施計画は、毎年度、３か年分を策定します。今回は、平成 30（2018）年度から平成 32

（2020）年度までの３か年分を策定します（以下に図示）。計画期間中であっても、社会

経済情勢に大きな変動があった場合や、住民の皆さんからの要望等を受けて、新たに優先

的に取組む事業が生じた場合には、必要に応じて事業の追加・修正・実施年度の変更を行

うなど弾力的な対応を行うものとします。 

（実施計画策定イメージ） 

年度 
H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 

(2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) 

基本構

想 

          

基本計

画 

          

実施計

画 

          

 

  

基本構想（10年間） 

基本計画（10年間） 

５年を目途に見直す 

毎年、３年間の実施計画を策定 
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（３）基本的事項 

1 本実施計画の対象となる事業 

(1) 総合計画に掲げられた「村づくりの基本施策」に関連する事業のうち、計画期間内

に実施を予定している主なもので下記の事業を対象としています。 

・新規に行おうとする事業（年度単位で概ね予算額 30万円以上のもの） 

・継続事業のうち基本計画における分野別の基本目標の実現に資すると考えられる事業

（年度単位で概ね予算額 30万円以上のもの） 

・その他村長が特に必要と認める事業 

 

2 前項各号に掲げるもののうち、次に定める事業は政策的判断の余地がないものとし、対

象事業から除きます。 

(1) 法律等で実施または負担することが定められているもの 

(2) 各種団体への負担金や義務的補助金、保守管理費用などの固定経費的なもの 

 

3 実施計画の記載にあたって、基本施策毎に集計を行い、分野別事業費総括表において集

計結果を記載しています。なお、「財政見通し」は参考資料であり、実施計画との数値突

合はしていません。 

① 事業費に人件費が含まれる場合は、備考欄にその旨を記載。 

② 計画事業費は、予算計上及び執行の確約ではありません。 

③ 担当課は平成２９年度における担当課を記載。 

④ 重点箇所は、政策的な位置付けから指定。 

 

4 実施計画の位置付け（下記図参照） 
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（４）分野別事業費総括表
（単位：千円）

H30事業費 H31事業費 H32事業費 合計

１　住み慣れた地域で生きがいが持てる村づくり 48,008 61,677 43,277 152,962

健康、医療 13,173 27,041 7,041 47,255

地域福祉、社会保障 14,150 14,150 14,150 42,450

高齢者福祉、社会保障 2,460 2,271 3,871 8,602

児童福祉 1,218 1,208 1,208 3,634

障害者福祉 17,007 17,007 17,007 51,021

２　安心して暮らすことができる村づくり 71,589 136,749 93,971 302,309

公共交通 12,235 12,845 12,945 38,025

消防、防災、防犯、交通安全 15,370 54,750 3,750 73,870

環境保全、エネルギー 39,684 68,654 76,776 185,114

３　快適で暮らしやすい村づくり 115,568 118,890 234,890 469,348

施設整備 30,800 50,000 50,000 130,800

道路、河川 20,500 7,500 7,500 35,500

上下水道 16,400 6,000 12,000 34,400

住環境 21,390 33,390 143,390 198,170

４　魅力をいかした活力のある村づくり 169,285 137,593 126,837 433,715

農林業 93,749 96,325 89,125 279,199

商工業、観光 64,336 41,268 37,712 143,316

５　心豊かに暮らせる村づくり 40,651 33,160 33,960 107,771

就学前教育、学校教育 34,064 29,508 30,308 93,880

社会教育 335 400 400 1,135

人権尊重 300 300 300 900

スポーツ 2,952 2,952 2,952 8,856

文化、芸術、文化財 3,000 0 0 3,000

６　夢のある新たな村づくり 18,353 23,353 19,353 61,059

協働の村づくり 7,560 12,560 8,560 28,680

行財政運営 9,343 9,343 9,343 28,029

広報、広聴 1,450 1,450 1,450 4,350

884,930 1,000,344 1,082,076 2,967,350

区分

総合計
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（５）財政見通し
（担当課　総務課） （単位：千円）

H30事業費 H31事業費 H32事業費 合計

65,546 60,709 59,272 185,527

12,753 12,484 12,624 37,861

12,566 14,473 15,010 42,049

4,464 4,483 4,628 13,575

739,000 613,299 543,303 1,895,602

132,748 145,721 125,110 403,579

101,800 380,500 150,100 632,400

内臨時財政対策債 24,100 20,900 18,500 63,500

309,123 38,706 35,874 383,703

1,378,000 1,270,375 945,921 3,594,296

520,395 493,846 512,751 1,526,992

人件費 364,364 335,088 338,439 1,037,891

扶助費 40,634 41,292 42,461 124,387

公債費 115,397 117,466 131,851 364,714

182,484 472,980 201,230 856,694

139,325 154,920 163,258 457,503

535,796 586,571 648,485 1,770,852

1,378,000 1,708,317 1,525,724 4,612,041

0 △ 437,942 △ 579,803 △ 1,017,745

区分

村税

地方譲与税

地方消費税交付金

その他交付金

歳入

歳出

地方交付税

国県支出金

村債

※財政見通しについては、現時点で想定される歳入･歳出の増減要素を加味し、この間に大幅な
税財政制度の見直しがないことを前提として算出しています。
　このような意味において、本財政見通しは、制度の見直しや社会･経済の変化に応じて適宜見直
しを実施していきます。

合計

歳入歳出差引

その他

合計

義務的経費

投資的経費

繰出金

一般行政経費
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 ２．施策別計画

基本施策１　住み慣れた地域で生きがいが持てる村づくり （単位：千円）

章 施策の展開方向 事業名 事業目的 H30事業費 H31事業費 H32事業費 計 担当課 備考

健康、医療 健康づくりの推進
健康診査・がん検診
事業

各種健診（検診）の受診を促進し、村
民の健康づくりを推進します。個人負
担額の低減に努めます。

1,101 1,101 1,101 3,303 保健福祉課 重点箇所

健康、医療 健康づくりの推進 健康教育事業

健康教育や健康相談の充実を図り、
健診（検診）結果の巡回相談や食育
事業など、村民の健康づくりを支援し
ます。

1,840 1,840 1,840 5,520 保健福祉課 重点箇所

健康、医療 健康づくりの推進 母子保健対策事業
妊婦検診補助、乳幼児健診、新生児
訪問など、母子保健対策を総合的に
推進します。

843 843 843 2,529 保健福祉課

健康、医療 健康づくりの推進 予防接種補助事業

インフルエンザ、肺炎球菌等の各種
定期予防接種費用を補助し、個人負
担の軽減に努め、健康づくりを支援し
ます。

1,412 1,412 1,412 4,236 保健福祉課

健康、医療
地域医療体制の充
実

国民健康保険診療
所医業費事業

村民の医療ニーズや医療水準に対応
し、地域医療及び在宅医療が充実す
るよう医療設備の充実と適切な医薬
財の購入を行います。

3,132 0 0 3,132 診療所

健康、医療
地域医療体制の充
実

医師住宅建築事業
診療所医師確保のため、医師住宅を
新規整備します。

3,000 20,000 0 23,000 診療所
重点箇所
新規

健康、医療
地域医療体制の充
実

心身障害者医療費
扶助事業

障害のある人が安心して適切な医療
を受けることができるよう、医療費助
成を行います。

600 600 600 1,800 保健福祉課

健康、医療
地域医療体制の充
実

重度心身障害者老
人等医療費扶助事
業

障害のある高齢者が安心して適切な
医療を受けることができるよう、医療
費助成を行います。

730 730 730 2,190 保健福祉課

健康、医療
地域医療体制の充
実

歯科診療所事業
村民の歯科医療ニーズや医療水準に
対応し、地域医療の充実を図ります。

515 515 515 1,545 保健福祉課
※人件費含
む

地域福祉、社会保障 地域福祉の充実
元気ふれあい活動
奨励事業

地域で支えあい、自助・共助・公助に
よる福祉活動を推進していくため、
「元気ふれあい活動ポイント手帳」制
度を推進します。

200 200 200 600 保健福祉課 重点箇所

地域福祉、社会保障 地域福祉の充実
村社会福祉協議会
負担金事業

高齢者福祉対策、地域福祉活動の推
進のため、社会福祉協議会の活動を
補助します。

12,500 12,500 12,500 37,500 保健福祉課 重点箇所

地域福祉、社会保障
社会保障制度の運
営

国民健康保険特定
健康診査等保健事
業

被保険者の生活習慣病を予防し、医
療費の増加を抑制するため、特定健
診・特定保健指導等を実施し、個人負
担額の低減に努めます。

1,061 1,061 1,061 3,183 保健福祉課 重点箇所

地域福祉、社会保障
社会保障制度の運
営

CATV利用料補助事
業

生活保護世帯のCATV利用料補助を
通して、個人負担軽減に努めます。

49 49 49 147 保健福祉課

地域福祉、社会保障
社会保障制度の運
営

弔慰金事業
村民死亡時に遺族に対し弔慰金を支
給し、葬儀時の経済的支援を行う。

340 340 340 1,020 住民生活課

高齢者福祉、介護 高齢者福祉の充実
ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ施設
整備事業

住み慣れた地域で健やかに暮らせる
高齢者福祉の充実のため、ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽ
ｾﾝﾀｰ施設を整備維持します。

189 0 0 189 保健福祉課

高齢者福祉、介護 高齢者福祉の充実
緊急通報体制支援
システム事業

一人暮らしの高齢者の緊急時の安全
対策を推進するため、６５歳以上の該
当者に「緊急通報装置」を無料で設置
します。

1,104 1,104 1,104 3,312 保健福祉課

高齢者福祉、介護 高齢者介護の充実
介護保険事業計画
作成事業

第７期介護保険事業計画（平成３０～
2020年度）の進捗状況の確認及び第
８期介護保険事業計画の作成を行
い、介護サービスの充実を図ります。

0 0 1,600 1,600 保健福祉課

高齢者福祉、介護 高齢者介護の充実
介護予防サービス事
業

参加しやすい介護予防事業の企画に
努め、地域包括支援センターを中心
に関係機関等と連携して事業を推進
します。

1,000 1,000 1,000 3,000 保健福祉課

高齢者福祉、介護 高齢者介護の充実 介護サービス事業

事業者への指導監査、関係機関と連
携を取りながら給付の適正化と、事業
従事者の確保と育成を通じて、介護
サービスの充実を図ります。

167 167 167 501 保健福祉課

児童福祉 子育て支援の充実
ひとり親家庭等医療
費助成事業

ひとり親家庭の医療費助成を通じて、
子育て世帯の経済的支援を行いま
す。

144 144 144 432 保健福祉課

児童福祉 子育て支援の充実
村単独児童養育手
当扶助事業

第３子以降の養育支援を通じて、子
育て世帯への経済的支援を行いま
す。

250 240 240 730 保健福祉課

児童福祉 子育て支援の充実
子ども医療費村単助
成事業

１５歳までの子どもの医療費助成を通
じて、子育て世帯への経済的支援を
行います。

624 624 624 1,872 保健福祉課

児童福祉 子育て支援の充実 出産祝金事業
子どもを出産された家庭に対し５万円
の出産祝金を支給し経済的支援を行
います。

200 200 200 600 保健福祉課
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 ２．施策別計画

基本施策１　住み慣れた地域で生きがいが持てる村づくり （単位：千円）

章 施策の展開方向 事業名 事業目的 H30事業費 H31事業費 H32事業費 計 担当課 備考

障害者福祉 障害者福祉の充実
障害者地域生活支
援事業

障害のある人がその有する能力と適
性に応じて、自立した日常・社会生活
を営むことができるように必須事業を
実施します。

1,813 1,813 1,813 5,439 保健福祉課

障害者福祉 障害者福祉の充実
障害者医療費扶助
事業

医療費助成を通じて、障害者世帯の
経済的支援を行います。

1,067 1,067 1,067 3,201 保健福祉課

障害者福祉 障害者福祉の充実 自立支援給付事業
障害のある人が円滑に地域に移行
し、地域生活を継続していくための必
要な支援を行います。

13,962 13,962 13,962 41,886 保健福祉課

障害者福祉 教育の充実 こども発達支援事業
障害のあるこどもに対する教育を充
実させるため、支援専門員の巡回相
談や自立支援や療育を行います。

66 66 66 198 保健福祉課

障害者福祉 日中活動の充実
地域自立支援協議
会事業

障害のある人の日中活動の場の拡大
や、総合的な支援施策を推進するた
めに、協議会を設置し、体制づくりに
努めます。

99 99 99 297 保健福祉課

48,008 61,677 43,277 152,962基本施策１　合計
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 ２．施策別計画

基本施策２　安心して暮らすことができる村づくり （単位：千円）

章 施策の展開方向 事業名 事業目的 H30事業費 H31事業費 H32事業費 計 担当課 備考

公共交通
地域交通の維持確
保

ふれあいバス運行事
業

路線バスの通っていない公共交通空
白地を埋めるため、コミュニティバス
の運行を行い、住民生活の利便性向
上を図ります。

9,045 9,045 9,045 27,135 企画政策課

公共交通
地域交通の維持確
保

通院タクシー利用料
助成事業

自動車に替わる交通手段を確保し、
高齢者等の交通弱者の通院時の負
担軽減に努め、タクシーチケット制導
入を進めます。

1,500 2,000 2,000 5,500 企画政策課 重点箇所

公共交通
地域交通の維持確
保

地域公共交通確保
維持負担金

唯一の公共交通機関である奈良交通
下市天川線の維持確保のため必要
経費について負担します。

1,690 1,800 1,900 5,390 企画政策課

消防・防災・防犯・
交通安全

防災･減災体制の強
化

消防水利施設整備
事業

火災時に迅速な消火活動が可能とな
るように、消防水利施設を整備しま
す。

4,300 500 500 5,300 総務課

消防・防災・防犯・
交通安全

防災･減災体制の強
化

防災情報伝達設備
整備事業

災害時の迅速な情報伝達のため、防
災行政無線、J-Alert、衛生携帯電
話、観光防災Wi-Fiｽﾃｰｼｮﾝ等の設備
を整備更新します。

3,348 50,000 0 53,348 総務課 重点箇所

消防・防災・防犯・
交通安全

防災･減災体制の強
化

自主防災組織対策
支援事業

防災体制強化のため、非常食の更新
を行い、自主防災組織の設備等購入
助成及び防災訓練の実施支援を行い
ます。

5,350 2,000 1,000 8,350 総務課 重点箇所

消防・防災・防犯・
交通安全

消防･救急体制の充
実

消防団育成事業

安全安心な暮らしの実現のため、団
員報酬・分団活動費補助を通じて、消
防団員数の維持と体制の充実を図り
ます。

2,222 2,250 2,250 6,722 総務課

消防・防災・防犯・
交通安全

地域安全対策の充
実

LED防犯灯設置事業

地域の防犯力強化のため、地区が集
落内に設置している防犯灯のLED灯
への付け替え費用を助成と、集落間
外灯ＬＥＤ化工事を行い、長寿命化と
安心の村づくりを行います。

4,450 500 500 5,450 総務課

環境保全、エネル
ギー

自然環境の保護
河川及び道路清掃
作業委託事業

河川環境美化及び村道等の清掃を積
極的に行うことで、豊かな自然景観の
保全に努めます。

2,000 2,000 2,000 6,000 住民生活課

環境保全、エネル
ギー

生活環境の保全
ごみ処理広域化推
進事業

広域的に連携してごみ処理に取り組
むことで、より高度かつ効率的な処理
を行うことができ、環境負荷の低減や
ごみ処理コストの縮減が可能となりま
す。

27,684 66,654 70,776 165,114
住民生活
課

環境保全、エネル
ギー

生活環境の保全
ごみ収集運搬業務
適正化事業

住民サービスの向上や高齢者対策等の観
点から、戸別収集化に向けた取組と収集
時の安全性と衛生管理等を確保していき
ます。
（Ｈ30年度 ３ｔパッカー車購入／H32 現業
職員増員）

10,000 0 4,000 14,000
住民生活
課

新規
※人件費含
む

71,589 136,749 93,971 302,309基本施策２　合計
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 ２．施策別計画

基本施策３　快適で暮らしやすい村づくり （単位：千円）

章 施策の展開方向 事業名 事業目的 H30事業費 H31事業費 H32事業費 計 担当課 備考

施設整備
バリアフリー化の推
進

村庁舎修繕事業
村役場庁舎の老朽化に伴う各種修繕
事業を行い、施設の長寿命化に務め
ます。

30,800 50,000 50,000 130,800 総務課 重点箇所

道路、河川
道路･河川の整備と
管理

現場技術補助業務
委託事業

道路･河川整備工事に係る現場監理
業務における技術的補助業務を委託
し、現場技術の高度化に努めます。

2,500 2,500 2,500 7,500 林業建設課

道路、河川
道路･河川の整備と
管理

道路トンネル橋梁点
検調査委託事業

道路･トンネル・橋梁の長寿命化を進
め安全性の確保を図ると共に、危険
箇所の補修改良箇所の発見に努めま
す。

18,000 5,000 5,000 28,000 林業建設課 重点箇所

道路、河川
道路･河川の整備と
管理

道路橋梁維持事業
老朽化や危険箇所の道路橋梁維持
を進め、通行者の安全性の確保を図
ります。

14,378 10,000 10,000 34,378 林業建設課

道路、河川
道路･河川の整備と
管理

道路改良事業
道路改良を進め、より安全で快適な
道路環境を構築します。

9,000 9,000 9,000 27,000 林業建設課

道路、河川
道路･河川の整備と
管理

河川護岸改修事業
河川護岸の危険箇所対策を進め、よ
り安全安心な河川護岸の確保を図り
ます。

3,100 3,000 3,000 9,100 林業建設課

上下水道 上下水道の充実
簡易水道施設整備
事業

簡易水道の安定供給のため、施設の
整備更新及び施設統廃合を行い、コ
ストの低減を図ります。

11,800 5,000 10,000 26,800 林業建設課

上下水道 上下水道の充実
合併浄化槽整備事
業

水質保全のため、合併浄化槽の設置
を推進し、老朽化している合併浄化槽
の改修を行います。

4,600 1,000 2,000 7,600 林業建設課

住環境 住環境の整備 村営住宅整備事業
移住定住促進のため、移住希望者の
ニーズにあった村営住宅の整備を推
進します。

0 5,000 60,000 65,000 林業建設課

住環境 住環境の整備
単身者用村営住宅
整備事業

移住定住促進のため、単身者用村営
住宅の整備を推進します。

0 5,000 60,000 65,000 林業建設課
重点箇所
新規

住環境 移住交流の促進
空家情報バンクごみ
処理費補助事業

移住定住を促進するため、空家バン
ク登録住宅の引渡し時に発生するご
み処理費用を助成します。

100 100 100 300 企画政策課

住環境 移住交流の促進
空家再生等推進事
業補助事業

空家の利活用のため、再生及び解体
処分と施設跡地活用に係る費用の一
部を助成します。

20,000 21,000 21,000 62,000 企画政策課 重点箇所

住環境 移住交流の促進
若者定住促進支援
金事業

本村に定住のための住宅を新増改築する
若者、空き家を取得及び賃借する若者、ま
たは、IJUターンする若者のために空き家
住宅を賃貸する者に対して、支援金を交付
し、本村の産業振興のための人材確保と
若者定住者の増加を図ることを目的としま
す。

1,290 2,290 2,290 5,870 企画政策課

115,568 118,890 234,890 469,348基本施策３　合計
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 ２．施策別計画

基本施策４　魅力をいかした活力のある村づくり （単位：千円）

章 施策の展開方向 事業名 事業目的 H30事業費 H31事業費 H32事業費 計 担当課 備考

農林業 農業の振興
特産品加工用野菜
生産奨励事業

こんにゃく芋の生産奨励を行い、村の
地理的条件にあわせた強くたくましい
農業づくりを進め、遊休農地解消に繋
げます。

270 180 180 630 企画政策課

農林業 農業の振興 有害鳥獣対策事業
有害鳥獣による農林水産物の被害を
防止し、強くたくましい農業づくりを進
めるために、捕獲奨励等を行います。

1,439 1,325 1,325 4,089 林業建設課

農林業 林業の振興 山活隊雇用事業

村外移住者の目線で、林業や観光資
源を掘り起こし、林業従事者育成や
情報発信を行う隊員を雇用し活動し
ます。

7,200 12,000 4,800 24,000 林業建設課
重点箇所
※人件費含
む

農林業 林業の振興
山林労働者退職共
済制度補助事業

村内林業労働者の退職金の改善を
推進し、その福祉の向上と、林業労働
力の確保安定化に資するため、退職
共済制度を補助します。

1,344 1,344 1,344 4,032 林業建設課 重点箇所

農林業 林業の振興 森林GIS導入事業

森林基本図・計画図・森林簿をデジタ
ル化し、一元管理するシステムを導入
し、森林の現状把握と補助事務に係
る資料作成の迅速化を図ります。

2,020 0 0 2,020 林業建設課
重点箇所
新規

農林業 林業の振興
施業放置林解消整
備事業

森林環境税を財源として、施業放置
林の調査及び間伐を実施し、施業放
置状態の解消に努め、森林機能の維
持増進を図ります。

2,086 2,086 2,086 6,258 林業建設課
重点箇所
新規

農林業 林業の振興
美しい森林づくり基
盤整備事業

特定間伐等促進計画に基づき、作業
道整備等の森林所有者等が実施す
る取組みを支援するため交付金によ
り支援します。

25,190 25,190 25,190 75,570 林業建設課 重点箇所

農林業 林業の振興
地域林業戦略推進
事業

森林所有者に山林管理の相談業務を
行い、森林整備を促進し、併せて森林
組合の組織力強化を目的とした事業
補助を行います。

2,000 2,000 2,000 6,000 林業建設課
重点箇所
新規

農林業 林業の振興
村産材生産促進推
進事業

間伐等の適正な森林整備を推進する
とともに、未利用村産材の搬出及び
利用促進を図るため、認定事業体の
経費に補助します。

6,600 6,600 6,600 19,800 林業建設課 重点箇所

農林業 林業の振興
村木材産業活性化
事業

間伐等の適正な森林整備を推進する
とともに、未利用村産材の搬出及び
利用促進を図るため、認定事業体以
外の事業者の経費に補助します。

2,000 2,000 2,000 6,000 林業建設課 重点箇所

農林業 林業の振興
村民有林間伐促進
事業

美しい森林づくり基盤整備事業を促
進するため、村単独の上乗せ補助を
行う。

3,000 3,000 3,000 9,000 林業建設課 重点箇所

農林業 林業の振興
森林組合活性化事
業補助事業

作業等開設を促進するため、森林組
合が実施する作業道開設経費の森
林所有者負担分を補助します。

2,500 2,500 2,500 7,500 林業建設課 重点箇所

農林業 林業の振興
森林組合育成助成
事業

森林組合と連携して林業後継者育
成、林業基盤の強化により、生産性
の高い林業の推進と山村振興を図る
ため、森林組合への助成を行いま
す。

3,000 3,000 3,000 9,000 林業建設課 重点箇所

農林業 林業の振興
林業担い手育成強
化事業

森林組合作業班の雇用促進のため、
福利厚生研修費用に係る事業所負担
分を補助します。

4,200 4,200 4,200 12,600 林業建設課 重点箇所

農林業 林業の振興
木材産業等担い手
確保対策事業

木材産業の担い手確保を目的とし
て、製品の生産性向上・販路開拓・販
売促進に係る事業助成を行います。

300 300 300 900 林業建設課
重点箇所
新規

農林業 林業の振興
林道吉野山鳥住線
開設事業

林業基盤強化のため、林道吉野山鳥
住線開設に係る設計工事を行いま
す。

25,000 25,000 25,000 75,000 林業建設課

農林業 林業の振興
林道吉野大峯線改
良事業

林業基盤強化のため、林道吉野大峯
線改良に係る設計工事を行います。

5,600 5,600 5,600 16,800 林業建設課

農林業 林業の振興
林道御吉野谷支線
改良事業

林業基盤強化のため、林道御吉野谷
支線改良に係る設計工事を行いま
す。

9,000 0 0 9,000 林業建設課

農林業 林業の振興
林道平谷線改良事
業

林業基盤強化のため、林道平谷線改
良に係る設計工事を行います。

2,200 0 0 2,200 林業建設課

商工業、観光 商工業の振興 食の６次産業化事業

黒滝白きゅうり及び林産物の特産品
化を図り、所得の向上、雇用の確保、
農業を始めとする地域振興を図りま
す。

10,550 5,650 3,310 19,510 企画政策課
重点箇所
※人件費含
む

商工業、観光 商工業の振興 雇用対策推進事業
村内生産者・事業所の担い手不足に
対応するため、村内住民を新規に雇
用した事業所に助成を行います。

320 320 320 960 企画政策課

商工業、観光 商工業の振興
地域活性化推進補
助事業

地域の創意と工夫を活かした自主的
な取り組みにより、農林業を中心とし
た資源を活かして、特徴ある地域づく
りと地域の活性化を図るため活動す
る団体に補助します。

800 800 400 2,000 企画政策課
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 ２．施策別計画

基本施策４　魅力をいかした活力のある村づくり （単位：千円）

章 施策の展開方向 事業名 事業目的 H30事業費 H31事業費 H32事業費 計 担当課 備考

商工業、観光 商工業の振興
労働者特定退職金
共済制度補助事業

村内労働者に係る商工会特定退職金
共済掛金に対する助成措置を講じる
ことにより、労働力の確保を図り、村
の活性化に資することを目的としま
す。

782 790 790 2,362 林業建設課

商工業、観光 観光の振興
商工観光振興地域
おこし協力隊雇用事
業

村外移住者の目線で、地域の商工業
や観光資源を掘り起こし、育成や情
報発信を行う隊員を雇用し活動しま
す。

7,992 6,816 6,000 20,808 企画政策課
重点箇所
※人件費含
む

商工業、観光 観光の振興
黒滝村マスコットキャ
ラクター事業

「くろたん」「ちょこくろたん」のマスコッ
トキャラクターを通じて黒滝村の魅力
と情報の発信を行い、観光力の向上
に努めます。

2,954 2,954 2,954 8,862 企画政策課

商工業、観光 観光の振興
サマーフェスティバル
補助事業

交流人口及び関係人口の維持と向上
のため、夏の定例イベントである「サ
マーフェスティバル」の開催費用を補
助します。

1,000 1,000 1,000 3,000 企画政策課

商工業、観光 観光の振興
フォトロゲイニング実
行委員会助成事業

交流人口及び関係人口の維持と向上
のため、村の魅力発信に効果のある
「ﾌｫﾄﾛｹﾞｲﾆﾝｸﾞ　ｲﾝ黒滝」のイベント開
催を後援します。

500 500 500 1,500 企画政策課

商工業、観光 観光の振興 イベント実施助成金

交流人口及び関係人口の維持と向上
のため、村の魅力発信に効果のある
「たるまるカフェ」、「イルミネーションin
黒滝村」のイベント開催を主催しま
す。

3,050 3,050 3,050 9,150 企画政策課

商工業、観光 観光の振興
観光施設等指定管
理事業

観光資源の発掘･魅力向上を図るた
め、観光施設を民間企業等により、効
率的で柔軟な運営を行うため、指定
管理を行います。

17,000 11,000 11,000 39,000 企画政策課 重点箇所

商工業、観光 観光の振興 観光施設整備事業

道の駅、森物語村、きららの森等の観
光施設の老朽化・機能改善の改修整
備を行い、観光拠点の魅力向上に努
めます。

17,000 6,000 6,000 29,000 企画政策課 重点箇所

商工業、観光 観光の振興 観光情報発信事業
観光協会補助、観光PR広告、観光パ
ンフ印刷等を通じて、村の魅力や観
光情報の発信を行います。

2,388 2,388 2,388 7,164 企画政策課

169,285 137,593 126,837 433,715基本施策４　合計
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 ２．施策別計画

基本施策５　心豊かに暮らせる村づくり （単位：千円）

章 施策の展開方向 事業名 事業目的 H30事業費 H31事業費 H32事業費 計 担当課 備考

就学前教育、学校教
育

幼児教育の充実
こども園施設設備整
備事業

教育環境の充実のため、こども園施
設設備整備を行います。

677 500 500 1,677 教育委員会

就学前教育、学校教
育

学校教育の充実 入園入学祝金事業
保護者の教育に係る経済的負担を軽
減するため、入園入学時に祝金を交
付します。

250 200 200 650 教育委員会

就学前教育、学校教
育

学校教育の充実
外国語指導助手雇
用事業

９年間を見通した系統的・継続的な外
国語学習指導を行うため、外国語指
導助手を雇用します。

4,274 4,274 4,274 12,822 教育委員会
※人件費含
む

就学前教育、学校教
育

学校教育の充実
高等学校自宅通学
者補助事業

保護者の教育に係る経済的負担を軽
減するため、自宅通学の高校生世帯
に助成を行います。

1,296 792 990 3,078 教育委員会

就学前教育、学校教
育

学校教育の充実
修学奨励金貸付事
業

保護者の教育に係る経済的負担を軽
減するため、修学奨励金の貸付を行
います。

720 720 720 2,160 教育委員会

就学前教育、学校教
育

学校教育の充実
小中学校臨時講師
雇用事業

確かな学力の育成のため、複式学級
是正措置として、臨時講師の雇用を
行います。

10,700 10,700 10,700 32,100 教育委員会
重点箇所
※人件費含
む

就学前教育、学校教
育

学校教育の充実
小中学校施設設備
整備事業

豊かな心の育成ができる教育環境の
充実のため、小中学校施設設備の改
修を行います。

823 0 0 823 教育委員会

就学前教育、学校教
育

学校教育の充実
スクールバス運行委
託事業

児童生徒及び保護者の通学に係る負
担を軽減するため、スクールバスを運
行し、教育環境の充実に努めます。

5,784 5,784 5,784 17,352 教育委員会

就学前教育、学校教
育

学校教育の充実
スクールバス購入事
業

教育環境の充実のため、児童生徒の
通学や校外学習などに利用する10人
乗りスクールバスを購入します。

4,900 0 0 4,900 教育委員会 新規

就学前教育、学校教
育

学校教育の充実
修学旅行･社会見学
助成事業

保護者の教育に係る経済的負担を軽
減するため、児童生徒の修学旅行･
社会見学について助成を行います。

1,702 2,100 1,702 5,504 教育委員会

就学前教育、学校教
育

学校教育の充実
学校給食費助成事
業

保護者の教育に係る経済的負担を軽
減するため、児童生徒の学校給食費
について助成を行います。

1,438 1,438 1,438 4,314 教育委員会

就学前教育、学校教
育

学校教育の充実
給食調理員確保対
策補助事業

教育環境の充実のため、安定して学
校給食を提供するための給食調理員
確保対策として事業を行います。

1,500 0 0 1,500 教育委員会

就学前教育、学校教
育

学校教育の充実 国際理解教育事業

中学生を対象に夏休み期間中にオースト
ラリアに派遣し、学校訪問やホームスティ
を通じて風俗習慣・文化･自然に触れること
により国際理解や国際協調の精神を養い
ます。

0 3,000 3,000 6,000 教育委員会
重点箇所
新規

就学前教育、学校教
育

学校教育の充実 ＩＣＴ環境整備事業

ＩＣＴによる他校と遠隔通信授業を通して、
児童・生徒が多様な意見にふれあい、大人
数の前で発言する環境を整備し、教育環
境の充実を図ります。

0 0 1,000 1,000 教育委員会
重点箇所
新規

社会教育
生涯学習活動の推
進

公民館教室事業
だれもが参加しやすく、多くの人が学
びあい、生きがいを感じる各種講座や
教室づくりに努めます。

335 400 400 1,135 教育委員会

人権尊重
人権尊重社会の構
築

村民集会開催事業
村民、地域団体等や事業者と協働
し、人権啓発活動と人権尊重意識の
高揚のため、村民集会を開催します。

300 300 300 900 住民生活課

スポーツ スポーツ活動の推進
スポーツクラブ運営
事業

だれもが参加しやすく、多くの人が楽
しめ、健康づくりができるスポーツクラ
ブを運営し、運動指導を委託します。

2,952 2,952 2,952 8,856 教育委員会 重点箇所

文化、芸術、文化財
歴史･芸術文化の振
興

役場旧庁舎改修事
業

県指定文化財である役場旧庁舎の外
壁塗装や漏水修繕を行い、施設の利
用促進を図ります。

3,000 0 0 3,000 教育委員会 新規

40,651 33,160 33,960 107,771基本施策５　合計
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 ２．施策別計画

基本施策６　夢のある新たな村づくり （単位：千円）

章 施策の展開方向 事業名 事業目的 H30事業費 H31事業費 H32事業費 計 担当課 備考

協働の村づくり
コミュニティ活動の活
性化

区長会報償費事業
地域コミュニティの中核となる地区の
活動を支援し、行政と各種情報を共
有しながら、緊密な連携を図ります。

960 960 960 2,880 総務課

協働の村づくり
コミュニティ活動の活
性化

地域調査研究事業

地域の実情調査を行い、住民と行政
の協働のあり方を検討するため、奈
良県立大学との域学連携事業として
実施。

600 600 600 1,800 企画政策課

協働の村づくり
コミュニティ活動の活
性化

地域担当職員制度
事業

集落対策の一環として、地域コミュニ
ティの活動支援と行政と住民の相互
理解と信頼関係創出を目的として、村
内１２地区に地域担当職員を設置し、
その活動を支援します。

0 1,000 1,000 2,000 企画政策課
重点箇所
新規

協働の村づくり
コミュニティ活動の活
性化

まちづくり連携協定
事業

県と市町村とのまちづくりに関する包
括協定を結び、県管理施設や県有地
の活用など、県事業と村のまちづくり
を一体的に進めます。

1,000 5,000 1,000 7,000 企画政策課
重点箇所
新規

協働の村づくり
コミュニティ活動の活
性化

集落周辺環境整備
事業

住環境の改善、地域住民の安全、災
害防止のため、村森林組合が実施す
る集落周辺環境整備事業に要する経
費を助成します。

5,000 5,000 5,000 15,000 林業建設課

行財政運営
計画的で持続可能な
行財政運営

地方公会計財務書
類作成支援業務委
託事業

公会計財務書類作成について業務委
託することにより、業務の効率化と、
効率的な財政運営に資する財務書類
を作成します。

3,996 3,996 3,996 11,988 会計課

行財政運営
計画的で持続可能な
行財政運営

黒滝村例規集追録
作成等業務委託事
業

例規集追録作成について業務委託す
ることにより、業務の効率化と、適切
な例規管理に努めます。

3,986 3,986 3,986 11,958 総務課

行財政運営
計画的で持続可能な
行財政運営

職員研修事業

職員の業務知識習得･意識改革のた
め、一般的な職員研修の他、奈良県
庁との相互派遣研修を行い、職員の
資質向上に努めます。

100 100 100 300 総務課

行財政運営
計画的で持続可能な
行財政運営

ふるさと納税推進事
業

寄付者にとって魅力的な自治体とな
るように、寄付環境を整備します。

1,261 1,261 1,261 3,783 企画政策課 重点箇所

広報、広聴
広報･啓発活動の充
実

村広報紙印刷事業
「広報くろたき」の例月発行し、より魅
力的な広報紙づくりに努めます。

1,271 1,271 1,271 3,813 総務課

広報、広聴
広報･啓発活動の充
実

村ホームページ運営
事業

村公式ホームページの運営を行い、
村の魅力や村政の情報発信と、計画
的な内容の更新を行います。

179 179 179 537 総務課 重点箇所

18,353 23,353 19,353 61,059基本施策６　合計
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