
(3) 予 算 案 の ポ イ ン ト 

平成２７年度当初予算案は、宇陀市誕生１０周年を迎えるにあたり、記念

事業実行委員会の意見をいただき、市民の交流を深め、活気あふれる全市

的な事業を計上しました。また、新たな『宇陀市モデル』の構築に向けて、健幸

都市「ウェルネスシティ宇陀市」事業を推進することや、地域の活性化の中心

的な組織となる「まちづくり協議会」を充実し、活動を活性化することや、人口

減少問題に対応するため、３月補正で追加上程している地方創生関連事業

と併せて、宇陀市の将来に向けた事業の選択と集中を行うことにより、重要課

題等に限られた財源を重点的、効率的に投資することとしています。 

◎ 新たな「宇陀市モデル」への挑戦 

①地方創生と人口減少の克服 

②行財政改革の推進（第３次行財政改革） 

③６次産業推進や企業支援等による地域経済の活性化 

④市民の健康づくり活動を支える“ウェルネスシティ宇陀市”を目指した施策の推進 

⑤地域の活性化に向けた「まちづくり協議会」の充実 

⑥公共施設のファシリティマネジメント策定など行政マネジメントの徹底 

⑦宇陀市誕生１０周年記念事業 

◎ 選択と集中による事業の重点化、効率化 

◎ 市民生活の安全安心確保のための事業の推進 

①地域の公共交通の確保や防災防犯への対策 

②道路の整備改良・補修事業や水道給水区域の拡張事業 
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これらの結果、当初予算案は宇陀市の継続的な発展に向けての予算編

成の結果、一般会計の当初予算総額は１８０億７千万円となり、対前年度

（平成２６年６月補正後総額）比では８千３百万円の増加（０．５％増加）となり

ました。 

なお、国の平成２６年度補正予算の「地域住民生活等緊急支援のための

交付金」等により、平成２７年度当初予算（原案）の前倒し事業を含めて１３ヶ

月予算で比較しますと対前年度比２億８千８５２万１千円増加（１．６％増加）

の予算規模となっています。 
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【 重 点 事 業】 

１．にぎわいづくり創造プロジェクト 

地域経済の活性化 

予算額 

(1)プレミアム商品券発行事業（地方創生） (10周年) 87,801千円 

地方創生の「地域住民生活等緊急支援のための交付金」事業として、宇陀市誕生１０周年 

記念プレミアム付き市内流通の商品券を発行します。【商工観光課】 

(2)「ウッピー商品券」の発行（地方創生）         2,800千円  

宇陀市内における購買活動の増進、内需振興の一

助として、宇陀市内流通商品券を発行します。 

【商工観光課】 

(3)宇陀市産木材利用促進奨励制度（地方創生）       1,500千円 

市内外を問わず、宇陀市産木材を使用する新築やリフォームに対し、宇陀市産材木代金の

１／２（上限１０万円）相当のウッピー商品券を交付します。【農林課】 

(4)住宅用太陽光発電システム設置補助金（地方創生）    2,500千円  

宇陀市の地域消費喚起のため、住宅用太陽光発電システム設置者に対して、５万円相当の

ウッピー商品券を交付します。 

【環境対策課】 

(5)合併処理浄化槽設置整備事業補助金  19,025千円 

河川の水質保全と公衆衛生の向上につとめ快適な生活環境を確   

保するため、補助制度を設けて合併処理浄化槽の設置普及を図ります。【環境対策課】 

(6)スポーツ大会誘致によるにぎわいづくり          8,347千円 

①宇陀シティマラソン開催事業        1,600千円 【生涯学習課】

②全国高校総体開催事業（空手道）        3,200千円  【生涯学習課】
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  ③近畿高校総体開催事業（自転車競技）（新）  1,428千円  【生涯学習課】 

 ④全国還暦軟式野球大会誘致事業（地方創生）  2,119千円  【商工観光課】 

(7)宇陀市誕生１０周年記念事業（新）        27,922千円

宇陀市は平成２８年１月1日に市制１０周年を迎えます。１０周年を祝うとともに、これ

から未来に向けた新たな出発点とし、「宇陀市誕生１０周年記念事業」として多くの市民

が参加し、「宇陀はひとつ」一人ひとりの思いが大きな輪になって、地域がますます元気

になるような事業を展開します。【企画課 他】 

(8)まちづくり活動応援補助金（地方創生）    2,542千円 

市内で活動する団体が行う新たな取り組みに対し補助金交付し、市民による主体的かつ地

域の個性を生かしたまちづくりを推進します。   【まちづくり支援課】 

宇陀市誕生１０周年記念事業一覧       

①シンボル事業

・宇陀市誕生１０周年記念式典

・宇陀市誕生１０周年記念イベント「開運なんでも鑑定団」

・宇陀市誕生１０周年記念イベントミュージカル「白雪姫」

②特別事業

・宇陀市ふるさと会（仮称）結成事業

・宇陀市薬草を活用したまちづくり事業(再掲) 
・うだフォトコンテスト

・宇陀市のイイトコロ紹介ＰＶ募集事業

・一日市長

・ふるさとナンバー作成事業

・プレミアム付き商品券発行事業（再掲）

・宇陀松山城破城４００年事業

・子ども議会

・宇陀市立病院人間ドック体験事業

③冠事業

・奈良県南部東部地域活性化イベント(再掲) 
・すくすくフェスティバル

・宇陀シティマラソン

④ＰＲ事業

・宇陀市誕生１０周年ＰＲ事業

・１０周年花壇アート事業

⑤市民提案事業

・市民提案による宇陀市誕生 10 周年記念事業
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              農林業 ・ 商工業の振興
予算額

(1) 薬草を活用したまちづくり事業（地方創生）（10周年）  4,921千円 

薬草の試験栽培や薬草を活用したイベント等を行い、宇陀市は薬草のまちであることをＰ

Ｒし、薬草加工品を作るなど６次産業を目指します。【企画課】

(2) 大和高原(東吉野)観光振興協議会との連携          2,295千円 

  「大和高原(東吉野)観光振興協議会」と連携し、都市圏を中心に観光啓発をおこなうとと

もに、観光情報媒体を利用したＰＲにより市内への誘客と交流人口の増加を図ります。 

【商工観光課】 

(3) 奈良県南部東部地域活性化イベント開催（10周年）  1,000千円（新） 

 奈良県との共催による南部東部地域活性化イベントを開催し、奈良県南

部東部地域の観光資源等のPRや地域の特産品を集め、広く市内外に推

奨することにより地域産業の活性化、地産地消の推進、生産意欲の向

上を図り、また農林産物品評会との連携も行います。 

【産業企画課】 

(4)農林産物品評会の開催                 565千円 

 農林産物品評会を通して、農林産物生産者のより一層の生産性及び品質の向上を図り、

消費者に地元の農林産物のＰＲを行います。【農林課】 

(5)インターネットによる特産品等の発信・通販（地方創生）

              2,084千円 

  インターネットを利用し、宇陀の特産品等を全国発信し、宇陀市のＰＲと産業の活性化を

図ります。【産業企画課】 

(6)水田活用経営所得安定対策交付金      1,500千円   

宇陀の黒大豆・大納言小豆の生産拡大を図るため、生産出荷者に対し振興作物助成金を交

付します。                          【農林課】 

-7-



(7)宇陀市農業支援基金事業 

               2,900千円 

効果的な宇陀市独自の農業支援策を展開するため、市内の農耕用車両から徴収した軽自動

車税の全額を基金として、下記の事業に充当しています。     【農林課】 

①農業用暗渠排水設置事業補助金          450千円 

②農業用雨除けハウス設置事業補助金      1,000千円 

③農地・農業用施設維持管理に伴う重機借上げ補助金     1,450千円  

(8)有害鳥獣対策の推進                  25,847千円 

深刻な状況にある農林業に対する有害鳥獣の被害に対し、効果的な対策を推進しています。 

【農林課】 

①有害鳥獣駆除集落取組事業補助金              260千円 

②有害鳥獣防除ライセンス取得補助金               300千円  

③有害鳥獣防除ライセンス継続補助金             900千円 

④有害鳥獣防除施設設置被害防除事業補助金         3,000千円 

⑤鳥獣被害対策実施隊員報酬                   640千円 

⑥有害鳥獣駆除事業                      4,810千円 

⑦ふるさと復興協力隊員配置事業（鳥獣被害対策）        832千円 

⑧宇陀名張地域鳥獣害防止広域対策事業           1,100千円 

⑨獣害に強い里山づくり事業               12,942千円 

⑩里山の広葉樹林再生事業(再掲)                     1,063千円 

   ○モンキードッグの育成・防除柵設置の推進ほかソフト事業    
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(9)中小企業資金融資保証事業              6,350千円 

奈良県信用保証協会の保証を条件とした融資制度で、市内中小企業者の健全な育成、振興

をはかるため、その事業経営に必要な資金を借り入れできるよう支援します。また保証料

と借入利子の一部を補助します。 【商工観光課】 

(10)宇陀市特産品等認定・開発補助事業 （地方創生）   1,004千円 

宇陀市の農林水産物等を特産品又は名産品として認定し、消費者の信頼を高めます。 

また、宇陀市内で生産された農林水産物を活用した魅力ある商品開発について補助し、

６次産業化の推進を図ります。【産業企画課】 

(11)特産品・名産品等PR事業 

(地方創生)   795千円 

特産品名産品等の情報を市内外に発信すると

ともに、ふるさと納税のお礼の品として使用す

ることで、宇陀市のPR、地域所得の向上、６次産業化の推進を図ります。

【産業企画課】

その他の農林業予算

○ 中山間地域直接支払事業           47,431千円

○ 新規就農者確保事業                  6,000千円

○ 経営所得安定対策直接支払推進事業           5,352千円 

○ 数量調整円滑化推進事業事務費              581千円 

○ 農業経営体育成支援事業                5,242千円 

○ 機構集積協力金交付事業                2,000千円 

○ 環境保全型農業直接支援対策事業             990千円 

○ 多面的機能支払交付金事業              29,084千円 

○ 震災対策農業水利施設整備事業（施設点検）       17,010千円 

○ 農林道台帳整備委託事業                  3,000千円 

○ 森林環境税施業放置林整備事業            78,773千円 

○ 美しい森林づくり基盤整備交付金事業         27,051千円 

○ 奈良県産材生産促進事業                6,545千円 

○ 地域で育む里山づくり                  417千円 
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(12)中小企業等ニーズ調査（地方創生）          550千円 

市内の中小企業等の経営支援に関するニーズを的確に把握することで、より効果的で利

用しやすい支援策を実施し、産業の活性化を図ります。【産業企画課】 

(13)創業支援助成事業（地方創生）            500千円 

  奈良県が行う創業支援資金事業で融資を受けた事業者に融資額の５％の助成を行い、市内

産業の活性化、空店舗の活用を図ります。【産業企画課】 

(14)うだチャレンジアシスト補助金事業（地方創生）   2,033千円 

    市内事業所の振興を支援し、市産業の活性化を図ることを目的に、市内事業者が行う販路 

拡大事業に対し、その経費の一部を補助します。【産業企画課】 

(15)宇陀市企業誘致促進事業(地方創生)          478千円 

市の企業誘致のための優遇制度等を市内外に情報発信し、市内企業の活性化、新たな企

業の誘致を促進します。 【産業企画課】 
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観光振興 宇陀市の歴史的文化的資産の活用

予算額 

(1)にぎわいづくり創造事業                    5,210千円 

①松山城破城400年・重伝建選定１０年記念事業(再掲) （10周年） 

【文化財課】4,500千円（新） 

②オオサンショウウオ全国大会開催事業 【文化財課】 710千円(新)

(2)“記紀・万葉”宇陀市プロジェクトの推進（地方創生）  3,557千円

平成２４年度策定した“宇陀市記紀・万葉”プロジェクト基本計画に基づき事業を推進し

ています。 

宇陀市の豊富な歴史資源を活用した事業展開と宇陀市の情報発

信を行います。【関係各課】 

①“宇陀市記紀・万葉”観光ＰＲ事業     1,951千円  

②“宇陀市記紀・万葉”ＰＲグッズ製作      266千円 

③“宇陀市記紀・万葉”施設整備             1,160千円 

④“宇陀市記紀・万葉”ウオーク開催経費ほか  180千円 

(3)歴史的・文化的資源の保存整備            144,283千円 

宇陀市松山重要伝統的建造物群保存地区での整備事業や、国・県指定文化財、市指定文化

財の保存修理など、宇陀市の歴史的・文化的資源の保存整備を進めます。【文化財課】 

①松山重伝建地区保存事業・町家公開活用施設整備事業  41,323千円 

②史跡宇陀松山城跡保存整備事業     90,196千円 

③片岡家住宅所蔵文書調査事業      3,013千円 

④指定文化財保存修理等助成事業        3,500千円 

⑤史跡森野旧薬園整備事業        3,302千円 

⑥民俗文化財伝承事業            180千円

⑦国指定天然記念物向淵スズラン群落の保存事業   709千円 
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⑧特別天然記念物オオサンショウウオ保護事業（新）2,060千円 

(4)観光施設、観光資源の整備          15,083千円 

①室生口大野駅「おもてなしステーション」事業（地方創生）【企画課】1,787千円 

②公園施設整備【公園課】                 3,500千円 

③観光資源保全事業（獣害防護柵設置）【商工観光課】9,796千円 

(5)団体旅行誘致促進事業（地方創生）    5,476千円 

市内への観光客の誘致拡大を図るため、市内の宿泊施設及び市内の 

 観光施設等を利用した団体旅行を実施する事業者に助成金を交付し 

 ます。【商工観光課】 

(6)ワールドメイプルパークの指定管理         3,600千円 

ワールドメイプルパークについては、NPO 法人「宇陀カエデの郷づくり」に指定管理し、

観光拠点・地域活性化の拠点とします。【商工観光課】

(7)アートウィークin菟田野実行委員会負担金（新）  662千円 

著名なアーティストを招致し、作品制作、参加者との交流を通じ、宇陀市をPRします。 

【まちづくり支援課】 

(8)宇陀市ＰＲ番組放送委託事業     824千円           

本市の住みよさや自然の豊かさなどを盛り込んだ動画を宇陀市自主放送で制作し、奈良テ

レビ放送「ゆうどき」内コーナー「いきいきまちだより」（毎週金曜日放送）で放映しま

す。また、それと併せてデータ放送によりイベント情報などのお知らせを放送することに

より、広く宇陀市の魅力をＰＲします。         【秘書広報情報課】
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２．健康なまちづくりプロジェクト 

予算額

(1)“ウェルネスシティ”推進事業               18,461千円 

     後期基本計画の重点政策の中の一つである『ウェルネスシティ』の具体的な施策をまと 

めた『健幸都市 ウェルネスシティ宇陀市』構想に基づき、市民の誰もが健康で幸せと

思えるまちづくりに向けた取り組みを実施します。 

①健康ポイント事業（地方創生）            1,363千円【健康増進課】

②ウェルネス運動事業（地方創生）           2,742千円【健康増進課】

③ウェルネスシニア健康学校事業（地方創生）      2,986千円【健康増進課】

④おはようラジオ体操事業（地方創生）   405千円【健康増進課】 

⑤夏休みラジオ体操（地方創生） 318千円【生涯学習課】

⑥大人のための運動教室 

2,196千円【生涯学習課・保険年金課】

⑦筋力アップのための運動教室の開催 

                3,480千円【介護福祉課】

⑧心と体のリフレッシュ講座  50千円【中央公民館】

⑨薬草を活用したまちづくり事業（地方創生）（10周年）4,921千円【企画課】（再掲） 

(2)がん予防対策等の推進              28,385千円 

 ①がん検診（子宮がん・乳がん・大腸がん）推進事業  5,851千円【健康増進課】

  ②その他のがん検診の推進              22,534千円【健康増進課】

(3)高齢者予防接種事業                30,305千円 

 高齢者の病気の予防、重症化を予防することを目的に、インフルエンザ予防接種費用、高

齢者肺炎球菌予防接種費用の助成をします。 【健康増進課】 
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(4)健康啓発事業の実施                   620千円 

健康増進に役立つ情報発信を積極的に行うことにより、市民が医療・健康に関する正しい

知識および好ましい生活習慣を習得し、健康を保持・増進するための行動につなげること

を目的として、医療講演会や糖尿病教室などの各種健康啓発事業を実施します。

【宇陀市立病院】

(5)地域包括ケアネットワーク推進事業（地方創生）    1,000千円 

地域包括ケアシステムを構築していくために、宇陀市立病院と地域内各診療所の医療情報

連携を可能にし、在宅医療、介護の関係者との情報共有するためのネットワークシステム

が必要となります。有効なネットワークシステム導入に向けて検討します。  

【健康増進課・宇陀市立病院】

(6) 医療・介護あんしんセンター運営費         63,407千円 

           【医療介護あんしんセンター準備室】 

平成２７年４月の介護保険制度改正で、地域支援事業における包括的支援事業に「在宅医

療・介護連携支援事業」が加えられたため、市では平成２７年４月に、「地域包括支援セ

ンター業務」と「在宅医療・介護連携支援事業」を一体的に実施する「医療介護あんしん

センター」を設置し、市直営で運営します。 

①指定介護予防支援事業（新）        25,978千円【医療介護あんしんセンター】

②地域包括支援センター事業費         29,236千円【介護保険特別会計】

③在宅医療連携費 （新）           3,629千円【介護保険特別会計】

④医療介護あんしんセンター管理費（新）     4,564千円【医療介護あんしんセンター】
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３．住みよい地域創造プロジェクト

                                    予算額 

(1)「宇陀市総合戦略」策定事業（地方創生）        10,021千円 

「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、平成２７年度から５ヵ年の目標や施策の基本的

方向等をまとめた「宇陀市総合戦略」を策定します。【まちづくり支援課】 

(2)まちづくり協議会の設立推進（地方創生）        25,482千円 

地域コミュニティの充実・強化を図り、地域が主体となって身近な課題を解決できる組織

の創設に取り組みます。設立後は、「いきいきした地域づくり」ができるよう支援します。

【まちづくり支援課】 

①まちづくり協議会支援事業       361千円 

②まちづくり協議会設立検討会補助金     350千円 

③いきいき地域づくり補助金       10,199千円 

④いきいき地域づくり活動支援補助金   5,100千円 

⑤地域支援員の設置           9,472千円 

(3)宇陀市空き家情報バンクの活用（地方創生）        100千円 

市内の空き家情報の収集や周知に市がかかわることで、空き家の有効活用と市外か 

ら宇陀市への定住を促進します。【まちづくり支援課】 

(4)定住促進奨励事業（地方創生）             4,006千円 

市外からのＩターン・Ｊターン・Ｕターン者の転入促進と、市民の転出を抑制し定住化

を図るとともに自治会加入促進により活力ある地域づくりを支援するため、住宅取得し

た方が一定の要件を満たす場合、定住促進奨励金を交付します。【まちづくり支援課】 

(5)結婚支援事業（地方創生）                350千円 

結婚支援イベントを開催し、カップルの成立と市内で住む夫婦の成立を目指します。 

【まちづくり支援課】 
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(6) 子育て世代定住支援事業(地方創生)           4,074千円     

子育て世代（１８歳までの子どもがいる世帯）の転入転居に対して、支援を行ないます。

【まちづくり支援課】 

(7)市政モニター事業                      112千円 

  市政に関するアンケート調査を通じて、市政を理解していただくとともに、市民の皆さん 

からの意見・提言などを市政運営に役立てるために、公募による市政モニターを募ります。 

【秘書広報情報課】  

(8)都市計画マスタープラン策定業務（新）          11,210千円 

地域における都市づくりの課題とそれに対応した整備等に関する方針を明らかにし、実

現に向けた具体の施策に繋げます。              【都市計画課】 

(9)複合施設基本構想策定事業（地方創生）         3,000千円 

  近鉄榛原駅周辺の県有地等を有効に活用したまちづくりを考え、次世代に繋がる構想を策

定します。                                    【企画課】 

(10)自治会掲示板設置事業補助金（新）           300千円 

自治会のコミュニティ活動の円滑な推進を図るため、自治会が行う掲示板設置事業に対

して補助を行います。                                        【総務課】 

(11）移住定住施設整備事業負担金（新）         1,000千円 

   奈良県が実施する移住定住希望者の体験施設整備委託事業のための負担金 

【まちづくり支援課】 

(12) 25歳の同窓会「アタック25」開催補助金（地方創生）  500千円 

同窓会を通じて、故郷宇陀を再認識し、同世代のネットワークを形成するとともに、ま

ちづくりに対する機運を盛り上げるために、２５歳を対象とした同窓会開催に対して補

助を行います。                       【まちづくり支援課】 
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４．子ども未来創造プロジェクト

予

 予算額 

(1)家庭児童相談員・ファミリーサポートセンター事業     4,254千円 

家庭児童相談員は、子育てに対する不安や心配を解消するため、専門的知識を有する家

庭児童相談員を配置し相談・啓発業務を行います。また、ファミリーサポートセンター

は、育児の応援をしてほしい利用会員と応援したいサポート会員が育児の相互活動を行

います。【子ども支援課】 

(2)不妊治療費助成事業（地方創生）              500千円 

宇陀市独自施策として、一般不妊治療に要する費用の一部を助成し、不妊治療を

行っている市民の負担軽減を図ります。【健康増進課】 

(3) 未熟児養育医療給付事業                2,281千円 

  身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療

費の一部を助成します。【保険年金課】 

(4)子ども医療費、ひとり親家庭等医療費助成の所得制限の撤廃 5,345千円  

宇陀市独自施策として、所得制限を撤廃しています。【保険年金課】 

①子ども医療費助成事業           1,744千円（市加算分） 

   ②ひとり親家庭等医療費助成事業       3,601千円（市加算分） 

(5)ベビーシートレンタル事業(地方創生)            326千円 

新生児から生後６ヶ月までの乳児を養育している方を対象に、自動車用ベビーシートを無

料で貸し出しています。【子ども支援課】 

(6)出産祝い品贈呈事業（地方創生）             1,614千円 

  新生児の誕生を祝い健やかな成長を願い、１万円の「ウッピー商品券」を支給します。 

【子ども支援課】 
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(7)ファーストバースデー祝い品事業（地方創生）        504千円 

誕生後、初めての誕生日を迎える幼児に元気にすくすくと成長することを願い絵本を贈呈

します。                        【子ども支援課】 

(8)こんにちは赤ちゃん事業（乳児家庭全戸訪問事業）      770千円 

生後4ヶ月までの乳児のいるすべての家庭に、助産師若しくは市の保健師が訪問し、育児

や生活についての相談に応じています。【子ども支援課】 

(9)母子保健事業の充実            19,406千円 

   妊娠期からの母と子の健康を身体的、精神的に支え、安心して子育て

ができるよう必要な情報や具体的な育児の方法が学べる機会を実施

します。【健康増進課】 

①妊婦一般健康診査受診票・母子手帳の交付    16,407千円 

 ②乳幼児等の健康診査               1,991千円 

③育児支援教室の開催                528千円  

④風しん予防接種補助事業              480千円 

(10)子育て支援センター「すくすく」の充実      3,942千円 

家庭で保育する乳幼児や家族を対象に、子育ての情報の提供や育児不安等についての相談

指導、支援を行います。＜親子教室、サークル支援、出前保育等＞  【子ども支援課】 

(11)病後児保育事業(新)                  4,686千円 

保護者が就労している場合等において、子どもの病気が回復期にあるとき、自宅での保育

が困難な場合に病後児保育室で保育を行います。【子ども支援課】

(12)子育て世帯臨時特例給付金               14,975千円

消費税の引上げに際し、子育て世帯に対して臨時的な給付措置を実施します。 

【子ども支援課】 

(13)ぴかぴか1年生応援事業（地方創生）         4,785千円
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子育て世帯による教育支援として、子育て家庭の経済的負担を軽減するため、小学校及び

中学校入学を迎える入学準備金として、補助を行います。【子ども支援課】 

(14)トリプルチルドレン応援事業  （地方創生）    2,650千円 

多子世帯による子育て・教育支援として、多子世帯家庭の子どもの生活の安定や福祉の増

進を図るため補助を行います。【子ども支援課】 

(15)うだこども元気づくりプロジェクト事業（地方創生）  600千円 

各幼稚園、保育所・こども園等で策定した「子ども元気ダンス」を日々の教育カリュキュ

ラムに取り入れ、幼児期の望ましい運動習慣として、身体を動かす機会を与え、子どもた

ちの体力向上に取り組みます。【子ども支援課】 

(16) 放課後児童健全育成事業              37,477千円 

対象児童を６年生まで拡大し、小学校授業の終了後、小学校の空き教室等を利用して適切

な遊び及び生活の場を与え、学童保育室内において楽しい集団生活を体験し、学校生活と

家庭生活の結び目としての役割を果たします。【子ども支援課】

(17)子ども達の就園就学の経済的支援           18,223千円 

経済的な理由で就学（就園）困難な世帯に対し、幼稚園・小・中学校の就園就学援助を、

また、宇陀市独自の施策として「宇陀市ぬくもり修学奨励費補助金（高校大学等の入学

一時金）」を助成しています。【教育総務課】 

①特別支援教育・要保護準要保護児童就学援助費（小学校）  8,255千円 

②特別支援教育・要保護準要保護生徒就学援助費（中学校）  8,468千円 

③宇陀市ぬくもり修学奨励費補助金             1,500千円 

(18)“こあら教室”を開設しています           1,980千円 

臨床心理士・保育士が発達障がい児の障がいの種類や程度に応じて、日常生活における

基本的生活習慣、集団生活への適応について指導するとともに、保護者の交流の場を設

けています。                       【介護福祉課】 
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(19) 幼児の学力・体力向上事業「育てようライブリーチルドレン」 

（地方創生）                     5,600千円 

運動用具の整備や音楽用具の整備を行い、それらの活動を行うことにより、子ども達の 

能力向上を行います。           【子ども支援課】【教育総務課】 

(20)グローバル教育推進事業（ようこそ！サイエンスラボ）   315千円 

市内幼保小中学校の幼児児童生徒を対象として、科学（化学）実験教室やＪＡＸＡ宇宙教

育研究開発機構による宇宙を教材とした出前授業や実験を行い、科学的な見方や考え方を

通して科学（化学）や理科への学習意欲を高めます。      【教育総務課】 

(21)“宇陀子どもフェスタ２０１５”開催費（実行委員会補助金） 850千円 

遊びやスポーツ体験を通して子ども達の交流と仲間づくりを図ります。【生涯学習課】 

(22）学校教育における児童生徒の学習意欲の増進     26,467千円 

①小学校外国語活動指導助手設置事業（地方創生）   4,319千円 

 平成２３年度から開始された小学校５～６年生の外国語活動につい

て、より効果的な外国語活動の充実が図れるよう宇陀市独自で外国人

講師による指導を行っています。       【教育総務課】  

②外国青年招致事業                 9,113千円

（財）自治体国際化協会の「語学指導を行う外国人青年招致事業」から派遣されたＡＬＴ

２名を、市内４中学校に派遣し英語教育の充実と国際的視野を高めます。【教育総務課】 

③グローバル教育推進事業（スピーチコンテスト）    77千円 

市内各学校で行われている外国語活動や、英語学習の成果を発表し交流することを通して、

更に興味をもって取り組もうとする国際性豊かな児童・生徒を育成します。【教育総務課】 

④不登校児童生徒支援事業（適応指導教室“はばたき”）の充実（地方創生） 2,500千円 

  不登校児童・生徒の自立を図り在籍校への復帰を支援するとともに、同じような悩みを持

った仲間との活動を通じて、自信や活動意欲の向上を促し、物事に挑戦し、向き合う力を
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育みます。                          【教育総務課】 

⑤家庭教育力支援事業(教育相談「心理部門」)          2,052千円 

臨床心理士による幼児、児童生徒の発達相談など、保護者や教職員の悩みに心理的な立場

から相談を行います。

⑥言語力育成支援事業（通級指導教室“ほほえみ教室”の継続）  3,069千円 

  通常の学級に在籍しているが、特別な教育的支援を必要としている児童へそれぞれの実態

に応じて通級による指導を行います。この教室は榛原小学校に設置し、幼児期の相談も行

い小学校への連続性を支援します。               【教育総務課】 

⑦学校・地域パートナーシップ事業                2,682千円 

 保護者や地域のボランティアによる学校教育活動や環境整備、子どもたちの安全な登下

校の見守りなど学校を支援する仕組みを整え、地域の教育力向上を図ります。 

【生涯学習課】 

⑧スクールカウンセラー設置事業                 2,746千円 

小学校及び中学校にスクールカウンセラーを設置し、いじめ、不登校等の未然防止・解

決を図ると共に、児童生徒・保護者の心の悩みに対しカウンセリングを行います。 

【教育総務課】 

(23）少子化対策強化事業(ＨＰ作成委託事業)（地方創生)   1,600千円 

市の公式ＨＰとは別に、２０代～３０代をターゲットとしたサイトを立ち上げ、出会い、 

結婚、妊娠、出産、育児にかかる情報等の一元化を図ることにより、情報を必要とする方

が必要な情報を取得し易い環境を整えます。【秘書広報情報課】 
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５．市民安心安全プロジェクト

暮らしの安心 

予算額 

(1)地域公共交通の確保               66,560千円 

市営有償バス「大宇陀南部線」「榛原大野線」「デマンド型乗合タクシー」の運行と路線バ

スへの運行対策費負担等により、市民の交通移動手段を確保します。【企画課】 

①奈良交通バス運行対策費負担金        42,250千円 

②大宇陀南部線                 4,800千円 

③榛原大野線                4,253千円 

④デマンド型乗合タクシー          12,227千円 

⑤ほっとバス錦運営協議会補助金          500千円 

⑥過疎地有償運送事業補助金（らくらくバス）  2,530千円 

(2) 室生口大野駅「おもてなしステーション」事業（地方創生） 

1,787千円（再掲） 

近鉄室生口大野駅係員無配置化対策として観光案内係員を配置し、観光客や一般利用客

の利便性や安心を確保します。【企画課】 

(3)心身障害者医療費、重度心身障害老人等医療費助成の所得制限の撤廃

7,458千円（市加算分） 

宇陀市では、独自の施策として所得制限を撤廃しています。【保険年金課】 

(4)精神障害者医療費助成拡充事業（新）     5,896千円 

精神障害者の方の医療費の一部を助成し、適切な医療を受ける機会を増やすことで、健康

の保持及び福祉の増進を図るとともに、早期の社会復帰を促進します。【介護福祉課】 

(5)“高齢者等サポート隊”事業（地方創生）     950千円 

高齢者等おしらせ隊に続き、見守りが必要な在宅の高齢者等に対し、見守り・安否確認・
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身近な支え合い活動を行うボランティアの行動組織として、高齢者等サポート隊を編成。

社会福祉協議会を中心に、実践活動を行います。         【介護福祉課】 

(6)高齢者等見守り支援事業（コールセンター方式）     1,440千円 

見守りが必要な高齢者等に対し、緊急・相談通報装置を貸与することにより、２４時間体

制でコールセンターにつながり、緊急通報や相談ができるシステムを運用します。 

【介護福祉課：介護保険事業特別会計事業】 

(7)消費者生活相談窓口開設事業                 584千円 

多様な消費者被害・架空請求・振り込め詐欺の多発、食品の安全・安心をゆるがす事件が

発生しており、こうした問題に対応するため県と連携し安全・安心な消費生活実現のため

相談窓口強化に取り組みます。            【商工観光課】 

(8)臨時福祉給付金給付事業               63,354千円 

消費税の引き上げに際し、負担緩和のため、臨時的な給付措置を実施します。

 【介護福祉課】
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暮らしの安全

予算額 

(1)学校安心安全メール配信事業              660千円 

 各学校等（小中学校・保育所・幼稚園・子育て支援センター・学童保育室）から、不審者

情報・学校行事・気象警報時の対応、インフルエンザ等必要な情報を保護者に配信します。 

【教育総務課】 

(2)防災行政無線システム事業             580,901千円 

 現在のアナログ波防災行政無線の設備を、デジタル波設備に更新統合し、市内全域で非常

時の情報伝達・情報収集が行えるシステムを構築します。【危機管理課】 

(3)防災・防犯情報等メール配信事業          402千円 

  携帯電話やパソコンのメール機能を利用して、災害時における避難情報等の緊急情報や気

象警報、火災情報、防犯情報等を配信するとともに、ＣＡＴＶ自主放送（うだチャン１１）

との連動により多くの市民への情報伝達を図り、市民の安全・安心を確保します。 

  また、災害時緊急速報「エリアメール」も導入しています。【危機管理課】 

(4)避難所設備強化事業                   385千円 

大規模災害に伴う長期停電に備え、避難所機能を維持するための電源としてＬＰガス用発 

電機を購入します。【危機管理課】 

(5)自主防災組織設立の促進                 500千円  

災害時の被害を最小限にするための共助機能を高めるため、地域における自主防災組織の

設立を促進し、組織の育成を図ります。【危機管理課】 

(6)自主防災組織資機材購入補助事業            1,500千円 

自主防災組織が整備する資機材の購入に要した費用の一部を補助し、組織の充実を図りま

す。【危機管理課】 

(7)里山の広葉樹林再生事業補助金             1,063千円 

住居地に近い里山を地権者と協議し土砂災害に強い樹種への転換を図ります。【農林課】
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(8)防犯灯、交通安全施設の整備             13,494千円  

道路照明、防犯灯の整備更新をすすめ、ガードレールやカーブミラーの設置修繕、 

センターラインなどの路面標識を点検整備し、安全の向上に努めます。 

【総務課・建設課】 

①防犯灯設置事業補助金                4,394千円 

②交通安全施設整備事業                9,100千円 

(9)震災対策農業水利施設整備事業（施設点検）（再掲）   17,010千円

ため池施設の現状を把握し、施設の改修計画やハザードマップ作成等をおこない地域の安

全度を高めるため、施設点検を実施します。      【農林課】 

(10)既存木造住宅耐震診断・改修支援事業         1,950千円 

旧基準の木造建築物について、耐震診断の実施により耐震性能を把握し耐震改修を行うこ

とで、災害の拡大や人的被害、物的被害を軽減出来るためその費用の一部を補助します。 

                              【都市計画課】 

(11)道路ストック総点検事業              21,100千円 

市道橋梁の点検を行い道路の安全性及び長寿命化を図ります。  【建設課】 

(12)急傾斜地崩壊対策事業                5,723千円 

奈良県土砂災害対策基本方針に基づき、代替性のない市内指定避難所を土砂災害から守

る対策を行います。                     【建設課】 

(13)地域防災計画（土砂災害ハザードマップ）整備・活用事業 2,268千円 

県において土砂災害警戒区域が指定されたため、地域毎の警戒避難体制の整備として、

土砂災害ハザードマップを作成し、市民に配布します。 

                  【危機管理課】 
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生活基盤の整備

予算額 

(1)効果的な道路新設・改良と補修の実施               472,237千円  

地域が有する道路の課題に対して効果的な拡幅・開設事業を実施するとともに、安全性向

上のための舗装修繕を行います。【建設課、都市計画課、農林課】 

①市道改良工事９路線外            251,528千円 

②東町西峠線整備事業・萩原１２号線道路改良事業 169,578千円 

③県営一般農道大野向渕線整備事業負担金     10,631千円 

④市道舗装等維持補修事業               40,500千円 

(2)水道給水区域の適正化                    339，200千円 

厳しい財政状況のなか、全戸給水をめざして給水区域の

適正化を実施し水道未普及地域の解消に努めます。 

【水道局】 

①松井簡易水道事業       65,200千円 

②室生中央簡易水道事業    110,000千円 

③田原簡易水道事業       51,000千円 

④玉立・赤瀬地区上水道事業  113,000千円 

(3)下水道施設の維持補修を中心とした事業      70,000千円 

老朽化が進む施設の更新、更生及び維持補修を長寿命化計画に基づく等して、優先的に行

います。                      【下水道課】 

①第２中継ポンプ場改築工事                50,000千円 

   ②天満台地区管路更生工事・カメラ調査           20,000千円 

(4)地籍調査の推進                 30,100千円 

市民及び公共の財産を保全するため、地籍の明確化を目的として地籍調査を推進します。

２７年度は榛原檜牧第４期地区、榛原下井足地区、大宇陀岩清水地区の地籍調査を実施し
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ます。                            【地籍調査課】  

(5)合併処理浄化槽の整備推進              19,025千円(再掲) 

奈良県の水がめである室生ダムの水質保全と快適な生活環境の促進を図るため、市民が

設置する合併処理浄化槽に設置整備事業補助金を交付します。【環境対策課】 

(6)循環型環境社会の推進               2,323千円 

①生ゴミ処理機等購入助成事業【環境対策課】    424千円  

②集団資源回収助成事業【環境対策課】  1,899千円 

(7)地球環境に配慮した施策           11,894千円 

① 庁舎内外の照明のＬＥＤ化を推進【管財課】          5,000千円 

  ② 防犯灯設置事業補助金【総務課】             4,394千円（再掲） 

防犯灯の新設、器具の更新及び節電効果が大きく長寿命である「ＬＥＤ防犯灯」を推奨

するため、自治会等に対して防犯灯設置費用の一部を補助します。 

③ 住宅用太陽光発電システム設置補助金（地方創生）    2,500千円（再掲） 

                             【環境対策課】 
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６．改革改善プロジェクト

(1)歳入面からの改革改善の取組み           74,077千円 

①ふるさと応援寄附金の充実                 20,000千円 

宇陀市の特産品を活用したふるさと納税の運用とし、産業の活性化と歳入の増加を図り

ます。【総務課】 

②コンビニエンスストア納付システムを導入       

納税者等の利便性を高めるため、休日・夜間等にも利用できるコンビニエンスストアでの

納付を開始しています。【関係各課】 

③低利用、未利用状況の市有資産の売却【管財課】

○土地売払い収入予算額               53,977千円 

○廃車公用車の売払い収入予算額             100千円 

(2)歳出面からの改革改善の取組み         ▲283,321千円 

①職員人件費の削減  【人事課】  ▲84,340千円        

第３次宇陀市行政改革大綱実施計画等に基づき、人件費の削減を継続します。 

    ○市長・副市長・教育長の給料カット（１０～１５％）   ▲ 2,976千円 

○一般職員の給料カット（２．５％）            ▲73,200千円

○時差出勤制度活用等による時間外勤務手当の削減      ▲8,164千円 

②公債費（市債の償還金）の縮減 【財政課】                ▲198,981千円       

平成１９年度から続けてきた市債発行額の抑制（当該年度の発

行額を償還元金の１／２に抑える）の効果等により、公債費が

対前年比▲５．８％縮減しました。
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