平成２９年度

主要な施策の成果説明書

高知県四万十町

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第５項の規定に基づき、
平成２９年度における主要な施策の成果説明書を提出します。

平成３０年９月５日

四万十町長

中尾

博憲
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４

５
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頁

1

企画課
婚活推進事業

2

四万十町就農・定住促進事業

3

四万十川保全活用推進検討業務

4

生活交通再編事業

5

四万十町ケーブルネットワークシステム（映像系）再構築 実施設計業務委託契約

6

人材育成推進センター
人材育成推進事業「未来塾」

7

人材育成推進事業「四万十塾」

8

人材育成推進事業「産業振興塾」

9

危機管理課
地域安全推進事業

10

消防設備等整備事業

11

自主防災育成事業

12

津波避難対策推進事業

13

避難所運営体制加速化事業

14

緊急用ヘリポート整備事業

15

町民課
乳幼児・児童医療費助成事業

16

ひとり親家庭医療費助成事業

17

安心子育て支援事業「出産祝い金」

18

人権対策推進事業

19

国民健康保険特別会計繰出金（財政調整繰出金）

20

特定健康診査等事業費

21

2 町共同戸籍システム構築事業

22

健康福祉課
健康づくり事業（健康増進事業）

23

健診・がん検診事業

25

平成２９年度
所

７

８

主要な施策の成果説明書

管

課

・

事

目次

業

頁

乳幼児健診事業（4・7か月児、12か月児、1歳6か月児、2歳6か月児、3歳6か月児健診）

26

母子保健事業（妊婦・乳児一般健康診査、妊婦カフェ、育児相談、母乳相談）

28

障害者自立支援給付事業

29

障害児施設給付事業

30

地域生活支援事業

31

福祉医療費（障害者）助成

32

あったかふれあいセンター事業

33

介護保険事業介護認定

34

介護保険事業保険給付

35

四万十町中山間地域介護サービス確保対策事業

36

一般介護予防事業

37

介護予防・生活支援サービス事業

38

包括的支援事業・任意事業

39

認知症総合支援事業

41

配食サービス事業

42

低廉な高齢者生活支援住宅（金上野）管理運営事業

43

農林水産課
新規就農者定着促進事業

44

マーケティング戦略等調査研究事業

45

鶏卵加工施設整備事業

46

集落営農支援事業

47

農地集積交付金事業

48

複合経営拠点支援事業

49

畜産競争力強化整備事業（２８年度繰越事業）

50

水産多面的機能発揮対策事業

51

自伐林業者等育成支援事業

52

鳥獣被害対策事業

53

にぎわい創出課
地域おこし協力隊推進事業

54

ふるさと支援推進事業

55
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移住定住促進事業

56

四万十町雇用創出事業

57

四万十町コールセンター等立地促進事業費補助金

58

商工業振興助成事業

59

商工会育成補助金

60

ホビー館推進事業

61

松葉川温泉改修事業

62

各種イベント助成事業

63

観光協会育成補助金

64

幕末維新博連携事業

65

建設課
社会資本整備交付金事業

66

生活環境整備事業

67

町道維持管理事業（地域委託事業）

68

農村災害対策事業（負担金）

69

地域ため池総合整備事業（負担金）

70

農業基盤整備促進事業

71

農地耕作条件改善事業

72

公営住宅整備事業（見付第１団地）

73

住宅耐震化促進事業

74

国土調査事業

75

環境水道課
浦越簡易水道統合整備事業

76

十川簡易水道統合・区域拡張事業

77

中津川簡易水道区域拡張事業

78

合併処理浄化槽設置整備事業

79

四万十川方式維持管理業務

80

一般廃棄物の適正処理推進事業

81

不法投棄対策事業

82

環境学習実施業務

83
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学校教育課
四万十町キャリアアップ事業

84

四万十町校内研究支援事業

85

ICT 教育推進事業

86

学校適正配置推進事業

87

窪川中学校空調設備設置事業

88

東又小学校プール改築事業

89

学校給食事業

90

学校給食事業（伝統的食文化検討事業）

91

生涯学習課
青少年地域活動事業（わんぱく学校事業）

92

高齢者地域活動事業（シルバー大学）

93

図書館管理運営事業（読書活動推進事業）

94

文化的施設検討事業

95

四万十川桜マラソン開催支援事業

96

多子世帯保育料等軽減事業

97

一時預かり保育事業

98

放課後児童健全育成対策事業（放課後児童クラブ・放課後子ども教室）

99

人権教育推進事業（四万十町人権教育研究協議会との連携）

100

大正地域振興局
中津川集落活動センター推進事業

101

大正地域まちづくり推進協議会

102

十和地域振興局
四万十の栗再生プロジェクト推進事業

103

十和地域まちづくり推進協議会

104

国民健康保険診療所
ＢＣＰ（事業継続計画）に基づく災害時対策事業

105

ＢＣＰ（事業継続計画）策定事業

106

平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 総務課
基本方針
行財政運営の方針
２．総合振興計画
政 策 目 標 （２） 経営的な視点に立った行財政運営
の位置付け
施策目標
３．事業名

人事評価制度

４．決算額

７４０，８８０円

「地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律」が平成２６年に
公布され、職員がその職務を遂行するにあたり発揮した能力及び挙げた業績につ
て、一定の基準に基づき評価を実施し、その評価結果等を任用、給与、分限その他
の人事管理の基礎とする。
能力評価 ： 職員が各職場で職務上、必要となる能力について、１年間の実際の
行動と照らし、評価を行う。
５．事業の目的及
業績評価 ： 職員が各年度の目標を設定し、目標の進捗・達成状況等について、
び概要
評価を行う。
評価者（所属長等）が期首・期中・期末面談を実施し、面談時には、評価者から
指導・助言等を行う。
（能力評価についての面談は、期末のみ）
評価結果については、翌年度の勤勉手当・昇給等に反映させる。

年度当初

目標管理シートの作成（全職員）

年度中期

評価者による期中面談

年度末

評価者による期末面談

評価者による期首面談

面談結果に基づき評価を決定（翌年度となった。
）
６．事業の実施内
容

人事評価制度職員研修開催
実施日

研修内容

研修対象者

実施回数

10/3

期中面談研修

管理職、副課長等

１回

2/27・28

評価者対象の研修

管理職、副課長等

２回

予定していた新規採用職員を対象とした人事評価制度研修については、翌年度
の早い時期に平成３０年度の新規採用者と合同で開催することとした。

平成２８年度から実施している制度であり、評価は２回目となった。評価結果に
ついては、平成３０年度の勤勉手当の成績率及び平成３１年度の昇給に反映させ
る。

７．事業の成果

地方公共団体の人事評価については、配置される部署によって、業務内容等に大
きな違いがあるため、一つの基準に基づく評価に難しい面もあるが、継続的に実施
することにより、充実させていきたい。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 企画課
基本方針
２
２．総合振興計画
政策目標
４
の位置付け
施 策 目 標 （７）
３．事業名

生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
まちの将来を担う人を育むまち
子どもを産み育てる環境の充実

婚活推進事業

４．決算額

３０２，３６６円

町内の各種団体等で構成する四万十町婚活連絡協議会が主体となり、町内の独
身男女に対して、きっかけ作り、出会いの場を創出することを目的とする。
加えて、結婚への支援を希望する独身男女の引き合わせなど出会いのサポート
をボランティアでお世話する婚活サポーター（おせっ会メンバー）のスキルアッ
５．事業の目的及
プ、養成をする。
び概要

６．事業の実施内
容

7/16（日）仁井田のりん家婚活イベント
20～40 代の男女で、仁井田のりん家でバーベキューとブルーベリー狩り体験
を実施した。
参加者 32 名
9/16（土）興津婚活イベント（台風により中止）
小室の浜にてマリンスポーツ体験とバーベキューにより交流を深める。
12/9（土）～10（日）異業種交流会
町内事業所に勤務もしくは町内在住の若手同士での交流を目的に、広島県尾
道市でのフィールドワーク及びしまなみ海道でのサイクリングを実施した。
参加者 21 名
2/25（日）仁井田のりん家婚活イベント（参加者過少のため延期）
40 歳以上の男女で、町内をバスでめぐるツアーを実施して交流を深める。
12/16（土）クリスマス列車でぷちおきゃく～よどせんで出会う旅～
（参加者過少のため中止）
20 代以上の男女が予土線に乗車し、車内をクリスマスの雰囲気に装飾後、宇
和島駅からの折り返し車内で交流を行う。

補助金の交付により、様々な婚活イベントを計画することができた。しかしなが
ら、天候等の理由により開催できないこともあり、開催は２回のみにとどまったが
参加人数は計５３名となり、一定の効果があったものと考えます。
また、婚活サポーターは、９名から１名増えて１０人で現在取り組んでいる。自
主的な取り組みが中心であるが、イベントへの参加者募集、イベント時のサポート
を担っている。
７．事業の成果
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主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 企画課（協議会事務局：企画課、予算執行：農林水産課）
基本方針
２
２．総合振興計画
政策目標
５
の位置付け
施 策 目 標 （10）
３．事業名

生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
生きがい・誇りを持てるまち
住民主体の地域づくりの推進

四万十町就農・定住促進事業

４．決算額

８，０００，０００円
農林水産省が実施する平成 29 年度農山漁村振興交付金（都市農村共生・対流及
び地域活性化対策）事業を活用し、四万十町就農・定住促進協議会が主体となり、
農村部における空き家の活用や、ほ場整備をきっかけとした定住住宅の新設を通
じ、農村部への移住を促進する。

５．事業の目的及
び概要

協議会貸付金：8,000,000 円

※貸付期間：2 年間

■平成 29 年度における協議会の実施内容（事業費：5,854,057 円）
町内の 3 地区（仁井田地区、立西地区、松葉川地区）において、ワークショップ
を通じ地域の意見を集約しつつ、それぞれの特性に応じた地域整備構想の検討を
６．事業の実施内 行った。また、空き家情報の収集を行い、賦存状況や現況についてのより詳細な調
査を実施し、台帳を作成した。さらに、それらの調査結果をもとに、農家住宅構想
容
の基礎資料となる農家住宅基本構想を作成した。
また、地域農業の魅力を伝えるとともに、交流人口の拡大を図るため、都市圏で
開催される新・農業人フェア（10 月 8 日：広島、1 月 27 日：東京、2 月 10 日：大
阪）への参加や、農業体験ツアー（11 月 4・5 日）を実施した。

７．事業の成果

新・農業人フェアへの参加や農業体験ツアー等の実施により、新規就農者数は 3
地区（仁井田地区、立西地区、松葉川地区）で計 4 人となり、目標としていた 3 人
を上回り、地域農業の担い手の確保につながる成果を収めた。
また、フェアへの参加者や就農相談者等の交流人口は、目標としていた 65 人を
上回る 70 人となり、四万十町の PR や地域農業の魅力を町外に発信することがで
き、移住者、新規就農者の確保につながった。
なお、平成 30 年度には、地域づくり計画と町内に横展開するための農村まちづ
くり推進マニュアルを作成し、町内それぞれの地区の特性に応じた地域整備構想
の確立を目指す。
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１．主管課（所） 企画課四万十川対策室
基本方針
３
２．総合振興計画
政策目標
７
の位置付け
施 策 目 標 （16）
３．事業名
４．決算額

日本が誇る四万十川流域の環境づくり
広大な自然環境と共生するまち
自然環境の保全

四万十川保全活用推進検討業務
１３７，４７０円（Ｈ３０への繰越１６，６５９，６００円）

四万十川は近年、水量の減少や水質の悪化、瀬や淵の劣化が進み、漁業資源の減
少等、様々な問題が指摘されているが、全国的に見れば清流として名高く、現在も
高い評価を受けている。
この全国に誇るべき四万十川を後世に引き継ぎ、その魅力を地域内外に発信し
ていくためには、豊かな自然環境と共生した生活・生業の中で連綿と築き上げられ
てきた歴史、文化的な価値を地域住民が再認識することが重要であり、その価値に
５．事業の目的及 強く寄与する四万十川の漁業資源の保全は、当町の将来を左右する大きな課題と
び概要
して位置付けられる。
本業務は、二つの方向から調査（地域文化調査・アユ資源調査）を実施し、地域
の内発的な発展を促しながら、漁業振興や観光振興に向けた施策の立案・検討に活
用できる基礎資料の作成を目的としている。

〇四万十川保全活用推進検討業務 事業費 １６，６１０，４００円（繰越）
・アユ資源関連調査
家地川堰堤遡上調査、生息分布調査、由来判別調査のほかに、四万十町内の
四万十川の水面面積調査、河川横断構造物調査等を実施した
・地域文化調査
梼原川（津賀ダムより下流部分）、四万十川昭和地区を中心とした河川内の
主な岩や瀬、淵などの名称由来などの聞き取り調査を実施した
・地域振興の現状調査
四万十町内での四万十川関連や地域振興に関する施策についてヒアリング
６．事業の実施内
などにより抽出、整理した
容
・上記及び過去２年間の調査内容を基にした四万十川保全活用計画の策定
四万十町における四万十川の保全活用に係る計画を策定するため、有識者
や関係団体等で形成する計画策定委員会を設置し、計画内容を４回にわた
って協議した
〇四万十川保全活用計画策定委員会の開催経費 １８６，６７０円
（うち４９，２００円繰越）

上記内容での３か年の調査結果を踏まえ、四万十町四万十川保全活用計画を策
定した。本計画については町の総合振興計画の計画期間との整合性をとり、２０２
６年までの８年間において四万十町が実施すべき施策として 18 の施策を記載して
おり、今後の事業展開における基として活用していく予定である。
７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 企画課
基本方針
３
２．総合振興計画
政策目標
８
の位置付け
施 策 目 標 （18）
３．事業名

日本が誇る四万十川流域の環境づくり
安全で快適な暮らしができるまち
まち・くらしの基盤整備の推進

生活交通再編事業

４．決算額

９３，２９６，５７５円

人口減少や高齢化、集落の点在等、今後も進展が予測される社会情勢を踏まえ、
移動制約者である高齢者の移動手段の確保を優先目的として、効果的で効率的な
公共交通網を目指している。
５．事業の目的及
具体的には、生活交通空白地区の解消、わかりやすい生活交通網の構築、生活
び概要
交通網の持続した運営等を柱として、必要な既存路線バスを維持しつつコミニテ
ィバスの運行を進めるなど、利用者の生活ニーズにあった「公共交通の再編」を
行っている。
（１）四万十町廃止路線代替バス運行補助事業
対象事業者：（株）四万十交通
補助金額：89,865,575 円
事業内容：地域住民の輸送確保をするため、廃止路線代替バス及びコミュニ
ティバスの運行を行った事業者に対して運行費を補助した。（内、
大正地区のコミュニティバスについては、タクシー事業者である
「丸三ハイヤー」に委託 委託料：5,235,575 円）
（２）窪川地域路線バス停留所標識整備委託
委 託 先：（株）四万十交通
設 置 数：40 か所
委託期間：H29.9～H30.2
委託金額：1,900,800 円
６．事業の実施内
委託内容：路線バス停留所標識整備
容
（３）窪川地域バス車両改造委託
委 託 先：（株）四万十交通
設 置 数：1 台
委託期間：H30.2～H30.3
委託金額：785,000 円
委託内容：コミュニティバス車両改造（電動ステップの取付）
（４）四万十町生活交通再編アドバイザー委託
委 託 先：えこ・まち研究室
委託金額：745,200 円
委託内容：①窪川地域コミュニティバス(試験・本格)運行の取り組み支援
②四万十町生活交通ネットワーク計画の策定
③その他、交通再編に係る支援 等

７．事業の成果

四万十町の地理的・社会的状況に適合した交通手段である「コミュニティバス」
について、平成 28 年度から完全に本格運行へ移行した。
これによって、公共交通空白地域の解消と利便性の向上等を目的としたコミュ
ニティバスの運行が概ね町内全域で開始され、移動制約者の生活に必要な移動手
段が一定確保された。
また、窪川地域の路線バス停留所標識を従来の物より大型化し、時刻表と路線
図などが掲示された利用者にとって分かりやすいバス停標識を整備したことによ
り利用者の利便性が向上された。
今後も引き続き、利用者を対象とした懇談会やニーズ調査を行い、他の公共交
通事情や利用状況に応じた路線バス網の再編やコミュニティバスの運行を進める
とともに、タクシー等とも連携した総合的な公共交通網の整備に努めていく。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 企画課
基本方針
２．総合振興計画
政 策 目 標 （１）
の位置付け
施策目標
３．事業名

行財政運営の方針
協働によるまちづくりの推進

四万十町ケーブルネットワークシステム（映像系）再構築 実施設計業務委託契約

４．決算額

５１８，４００円
四万十町では、平成 20 年度～22 年度で構築し現在利用しているケーブルネット
ワーク機器「FTTH 放送系設備、デジタルヘッドエンド装置」の老朽化に伴う機器
更新を行う為、平成 29 年度においては実施設計管理業者を選定し、実施設計を行
い、翌年度（平成 30 年度）においては、実施設計書を元に、再構築委託業者を選
定し、年度内のスムーズな切替作業を実施する。

５．事業の目的及
び概要

四万十町では、平成 20 年度～22 年度で構築し現在利用しているケーブルネット
ワーク機器「FTTH 放送系設備、デジタルヘッドエンド装置」の老朽化に伴う機器
更新を行う為、平成 29 年度においては「FTTH 放送系設備、デジタルヘッドエンド
装置など」再構築機器をより低コストで高い安定性、高速性、将来性を兼ね備えた
システムの環境と運用の効率化と最新の技術を取り入れた設備の構成と新たな運
用体制の確立を行う設計管理業者をプロポーザル方式（平成 29 年 12 月中旬～平
６．事業の実施内
成 30 年 1 月下旬）により「株式会社アイ・ティー・シー」を選定し、実施設計を
容
行った。
翌年度（平成 30 年度）においては、実施設計書を元に、プロポーザル（総合評
価）方式により、再構築委託業者を選定し、平成 31 年 2 月末を予定にスムーズな
切替作業を実施する。

平成 29 年度の実施設計に関しては、実施設計業者である「株式会社アイ・ティー・
シー」と四万十公社などと協議を重ねて、複数社（３メーカー機器での見積り取得
可能を確認）が参入可能な仕様内容とする事で、競争原理の働く適切な調達が可能
な実施設計書が作成できた。
７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 人材育成推進センター
基本方針
２
生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
２．総合振興計画
政策目標
４
まちの将来を担う人を育むまち
の位置付け
施 策 目 標 （９） 現在と未来を担う人材育成の推進
３．事業名

人材育成推進事業「未来塾」

４．決算額

２８，９３４，９１０円

四万十町人づくり戦略の「未来塾」を進めるにあたり、町内高校２校の持続可能
な魅力づくりを「四万十町高校応援大作戦」として支援し、地方創生の一翼を担う
５．事業の目的及 人材を育てる教育環境の充実を図る。
また、子どもたちが、まちづくりを進める次代の人材として活躍していくため、
び概要
地域の魅力や特徴を知り、愛着と誇りをはぐくむ学習活動や発達段階に応じたキ
ャリア教育の充実を図り、学校、地域、行政が連携した特色ある教育を推進する。
◆四万十町高校応援大作戦の実施
➢ 生徒一人ひとりの夢・志を実現できる教育環境づくり
➢ 四万十町の次代を担う人材の育成
➢ 持続可能な魅力ある学校づくりの推進
（１）町営塾「じゆうく。
」の運営
・通塾届数 くぼかわ 47 名（全 99 名）、しまんと 32 名（全 52 名）
・開塾日数 203 日
・開塾日時 （月～金）16:30～21:00 （土）13:30～17:00 ※水・日休み
・塾 講 師 塾長１名・くぼかわ３名・しまんと３名
・内 容 等 個別面談・個別指導、グループ学習、英語コース（9 月より）
探究学習（月２回）
、課外活動（８回）＜10/29「じゆうく。」フェスタ開催＞
［塾運営委託料 24,000,000 円 、英語講師謝金等 1,018,400 円、その他 901,962 円］

（２）学校内支援
・窪川高校１年生総合的な学習支援（6 月～11 月、計 17 回：塾講師 4 名）
６．事業の実施内
・興津中学校夏期補習支援（18 日間：塾講師）
容
（３）高等教育体験事業
［マイクロバス運行費 76,130 円］
・県内大学のオープンキャンパス参加（窪川高校 17 名、四万十高校 9 名）
・高知大学との部活動交流（四万十高校及び連携中バレーボール部）
（４）教育振興会支援事業
・窪川高校教育振興会補助金
［補助金 690,823 円］
スタディサプリ利用料、町外交流移動経費等
・四万十高校教育振興会補助金
［補助金 2,095,215 円］
学習・研修事業、車両管理費、寮運営補助、部活動・専門指導者経費等
◆小中学生及び保護者等への支援
（１）教育講演会（町内中学生等 380 名）
［講師謝金等 152,380 円］
10/13「中学、高校生の時にやっておく３つのこと」
（四万十会館）
講師：株式会社アグリゲート代表取締役 左今克憲 氏
（２）高知大学出前公開講座等（別掲）

７．事業の成果

町営塾「じゆうく。
」では、学力向上の成果と探究学習等の魅力づくりが進んで
いるが、新たな課題（通塾生の固定化、スタッフの業務量増）等も見えてきた。
町内高校の今後の再編振興計画も注視しながら、魅力ある環境づくりを地域全
体で考える機会づくりにつながった。
今後は、現状の課題等を整理し、まちづくりに必要かつ魅力的な「未来塾」全体
の構想づくりを進める必要がある。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 人材育成推進センター
基本方針
２
２．総合振興計画
政策目標
４
の位置付け
施 策 目 標 （９）
３．事業名

生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
まちの将来を担う人を育むまち
現在と未来を担う人材育成の推進

人材育成推進事業「四万十塾」

４．決算額

５，８６７，７０４円

町内の活性化や地域課題をジブンゴトとして捉え「チャレンジする人材」への支
５．事業の目的及
援や交流の場を設定する事により、地域で核となるリーダー人材や次世代の町政
び概要
を担う人材の育成を図る。
■ 地域イノベーター養成事業 ※高知大学受託研究事業［委託料等 2,571,618 円］
・運営及び講師：高知大学地域協働学部 須藤 順 氏
・講座の開設（連続 6 回：6/25、7/23、8/20、10/22、11/26、12/17）
・講座間のメンタリング（随時：学生メンターの参画）
■ 四万十ビジネスプランコンテスト事業 ※高知大学受託研究事業
応募件数：22 件（※高知県主催のビジネスプランコンテストの応募数に匹敵）［委託料等 1,272,000 円］
・ブラッシュアップ会の開設（2 回）
・プレゼンテーション講座の開設（1 回）
・金融機関、クラウドファンディングに関する講座（2 回）
・最終選考会（H30.2.18 開催）
受賞者 大 賞
橋本 章央 氏 「小さな OUCHI プロジェクト」
高知銀行賞
杉谷 真理 氏 「support of smile」
FoundingBase 賞 新井 みなみ 氏 「しまんと山楽部」
６．事業の実施内
CAMPFIRE 賞
多田 大哉 氏 「Workshop 40010」
容
■ 異業種交流事業
［委託料等 1,024,086 円］
・40010 フィールドミーティング 3 回開催（町内外の若手人材の交流事業）
・広島県尾道市に研修 12/9～12/10（サイクルツーリズム事業研修）21 名参加
■ 高知大学連携事業
［委託料 1,000,000 円］
・出前公開講座の開設
〔第 1 回〕「谷やん体操で学ぶ英語のリズムとイントネーション」（受講者 8 名）
教育学部

教授

谷口

雅基

先生

＜日時＞11 月 16 日

＜会場＞十和地域振興局

〔第 2 回〕
「高知県とカツオ～カツオ資源の持続可能性を考える～」
（受講者 17 名）
副学長

教授

受田

浩之

先生

＜日時＞11 月 20 日

＜会場＞役場本庁東庁舎

〔第 3 回〕
「子どものほめ方・叱り方-子育てに応用できる心理学-」
（受講者 25 名）
教育学部

教授

玉瀬

友美

先生

＜日時＞11 月 29 日

＜会場＞大正地域振興局

・スポーツ交流事業
高知大学サッカー教室（7 月・2 月）
高知大学バレーボール教室（1 月）

７．事業の成果

① 地域イノベーター養成事業では、受講生への知見と大学教員・学生との交流の
場を提供する事により、新たな関係性の構築と受講生各自のプロジェクトの磨
き上げに繋がった。また、受講生の中から、高知県主催のビジネスプランコンテ
スト優秀賞受賞者、四万十ビジネスプランコンテスト大賞受賞者を輩出した。
② ビジネスプランコンテスト事業は、新たな事業創出にも繋がり（コンテスト後、
2 件が開設）
、町内の活性化に寄与している。また、応募者同士を交流させるこ
とにより、新たな関係性の構築も図られた。
③ 異業種交流事業については、若手人材の交流の場として設定しており、多くの
参加者より次年度以降の継続を望む声が寄せられた。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 人材育成推進センター
基本方針
２
２．総合振興計画
政策目標
４
の位置付け
施 策 目 標 （９）
３．事業名

生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
まちの将来を担う人を育むまち
現在と未来を担う人材育成の推進

人材育成推進事業「産業振興塾」

４．決算額

３，９７０，４５５円

地域資源を生かし、産業を支え発展させる人材を育成するため、目標の実現に向
５．事業の目的及
け自発的な高い志向の発現を促すとともに、それぞれのニーズやレベルに合わせ、
び概要
町内外の知見を結集して志に応じた支援を行う。
■ 暮らし・産業承継人材創出事業

［委託料 3,063,960 円］
［その他事務費 603,875 円］
（１）人財育成支援事業（契約期間：H29.4.1～H30.3.30）※高知大学受託事業
・戦略フォローアップ支援（企画会議５回）
・産業振興塾支援（農業者ネットワーク会議の運営支援）
・先進事例の事例調査支援（県外）
（２）農業者ネットワーク会議
【全体会議】
開催日：H29.7.18、H29.9.11、H30.2.21（全３回）
内 容：①グループワーク、農業経営に関する情報交換等
②地元講師３名による講演、個別テーマの掘り下げ等
③講演、勉強会（株式会社アグリゲート代表取締役 左今克憲氏）
【農業者ネットワーク研修事業】
研修日等：H30.3.4～3.6／ ５名参加 ／株式会社アグリゲート本社他
研修内容：座学形式による講義、市場視察、販売体験等
６．事業の実施内
■
人材育成情報発信事業
容
四万十町ＨＰ内に「人材育成推進センターＨＰ」を開設（H29.9）
・経営者セミナー、新入社員・若手社員合同研修の開催案内、結果報告
・農業者ネットワークの活動報告
・未来塾、四万十塾の事業周知、イベント等の情報発信
■ 町内事業者人材育成支援事業
［費用弁償・その他事務費 302,620 円］
（１）経営力強化セミナー
開催日：H29.6.22、H29.9.29、H29.12.1（全３回）
テーマ：『人を生かす力』（従業員が成果を出す教え方）ほか
受講生：31 事業所 39 名 ※累計
（２）新入社員・若手社員合同研修
開催日：H29.5.19、H29.7.21（全２回）
テーマ：『仕事に必要なコミュニケーション力を養う』ほか
受講生：19 事業所 24 名 ／ 役場 20 名 ※累計
【共通事項】共催：四万十町商工会、講師依頼：高知県移住促進・人材確保センター

７．事業の成果

農業者ネットワーク会議では、若い農業者を対象に、仲間づくりと意見交換の
場、町内外の講師の協力を得て農業経営に関する学びの場を提供することができ
た。
また、経営者層の動機づけを目的としたセミナー等を開催し、事業所ニーズを把
握するとともに、若手社員のキャリア形成等を支援した。
今後は、関係機関・外部講師との緊密な連携体制を構築しながら、事例を一つひ
とつ積み上げていく地道な活動を展開し、産業振興塾の取組みの浸透と定着を図
っていく。

9

平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 危機管理課
基 本 方 針
３
２．総合振興計画
政 策 目 標
８
の位置付け
施 策 目 標 （19）
３．事業名

日本が誇る四万十川流域の環境づくり
安全で快適な暮らしができるまち
安全・安心の確保

地域安全推進事業

４．決算額

３，１２２，０００円

街頭犯罪の発生抑止及び子どもの通学路等の安全を確保するため、街頭防犯カ
５．事業の目的及 メラの設置を行うとともに申請のあった地区の防犯灯の整備費用の補助を行い、
地域の防犯体制の強化及び安全安心な町づくりの実現を図る。
び概要

※決算科目〔款-項-目-(節)〕
■

街頭防犯カメラ等設置工事
①設置個所等 ４箇所（カメラ・録画装置・画像記録装置等一式）
東又小学校・川口小学校・田野々小学校・昭和小学校
②事業費（計）

2,322,000 円［2-1-8-15］
［県補助金：1,200,000 円］

○閲覧および利用等
子どもの通学路、遊び場等における安全を確保するため、特定の場所に継続的
に設置し公共空間を撮影するもので、画像の閲覧・提供については、法令に基づ
く請求、捜査機関から犯罪捜査の目的による要請、個人の生命、身体又は財産の
安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認める場合に、警察官又は生命、身体
又は財産の安全を守る行政機関の職員が立ち会いのもと行う。

６．事業の実施内
容
■

防犯灯設置費補助金
①設置数
窪川 25 地区・大正 6 地区・十和 9 地区
新設 28 灯・補修 16 灯・ＬＥＤ化 8 灯
②事業費（計）

800,000 円［2-1-8-19］
新設
560,000 円（20,000/1 灯）
補修
160,000 円（10,000/1 灯）
ＬＥＤ化 80,000 円（10,000/1 灯）

■ 子どもの通学路､遊び場所等の安全を守るための街頭防犯カメラ（こども見守
りカメラ）を設置することにより、街頭犯罪の発生抑止が図られるとともに、地
域の防犯体制の強化及び安全安心なまちづくりの実現に一定の効果があった。
７．事業の成果

■

地区の防犯灯を新設・補修・ＬＥＤ化することにより、街頭犯罪の抑制に繋が
った。

10

平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 危機管理課
基 本 方 針
３
日本が誇る四万十川流域の環境づくり
２．総合振興計画
政 策 目 標
８
安全で快適な暮らしができるまち
の位置付け
施 策 目 標 （19） 安全・安心の確保
３．事業名

消防設備等整備事業

４．決算額

１５，６４８，０７０円

火災や風水害、南海トラフ地震対策などに備えた防災体制の強化・充実を図るた
５．事業の目的及
め、消防自動車の定期的な更新や消防施設・資機材等の整備を行う。
び概要
※決算科目〔款-項-目-(節)〕
■消防設備等整備事業
（１）消防ポンプ自動車整備事業
①配備箇所
大奈路分団（小型動力ポンプ付積載車）
②事業費（計）
10,491,610 円
・自賠責保険料等
：
90,810 円〔9-1-4-12〕
・購入費
： 10,368,000 円〔9-1-4-18〕
・重量税
：
32,800 円〔9-1-4-27〕
６．事業の実施内
容

［電源立地交付金： 9,267,000 円〕
（２）消防設備等整備事業
①実施内容 団活動資機材（水嚢・ポンプ）
・旧志和屯所解体・車両維持
① 事業費（計）
5,156,460 円
・消防団活動資機材購入費： 3,166,560 円［9-1-4-18］
・消防団屯所テレビ購入費：
433,500 円［9-1-4-18］
・旧消防屯所解体費(志和) ： 1,556,400 円［9-1-4-15］（H28 繰）
［過疎債（ソフト）

1,500,000 円］

■ 老朽化した消防団車両を更新することにより、車両の消火性能が向上し、消
防・防災力の体制強化が図られた。
■

小型動力ポンプや水嚢等などの資機材を整備することにより、消防団員等の
活動の強化・充実が図られた。

７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 危機管理課
基 本 方 針
３
２．総合振興計画
政 策 目 標
８
の位置付け
施 策 目 標 （19）
３．事業名

日本が誇る四万十川流域の環境づくり
安全で快適な暮らしができるまち
安全・安心の確保

自主防災育成事業

４．決算額

６，６５０，４２６円

災害時への備えや災害発生時の応急活動では、地域住民が自ら行う防災活動が
５．事業の目的及 重要である。このため、住民の連帯感を育成し、地域の防災力を高めるため、各自
主防災組織の活動支援を行うとともに、連絡協議会及び各支部の基盤づくりを進
び概要
め、総体的な自助・共助の意識高揚に取り組む。
※決算科目〔９款-１項-５目-(節)〕
【自主防災組織の活動支援事業】
組織数
８７組織（窪川地区：３６、大正地区：２２、十和地区：２９）
（組織率：１００％）
■自主防災組織活動事業補助金
①実施内容等 資機材整備、防災訓練等の実施（４５組織）
②事業費 ：
3,457,075 円〔9-1-5-19〕
［防災まちづくり基金：3,400,000 円］
■自主防災組織連絡協議会活動補助金
①実施内容等 防災講演会・研修等
②事業費 ：
2,953,351 円〔9-1-5-19〕
［防災まちづくり基金：2,900,000 円］
６．事業の実施内
■地域で支える家具転倒防止対策補助金
容
①実施内容等 家具転倒防止金具等取付への支援（４８件）
②事業費 ：
240,000 円〔9-1-5-19〕
［県補助金：120,000 円］
■各種訓練等
①各地区防災訓練：自主防災組織を中心に土砂災害研修、初期消火訓練等を実施
②各支部防災訓練：窪川・大正・十和支部において、合同防災訓練及び防災学習
等を実施
③津波避難訓練：防災週間及び津波防災の日に合わせ興津・志和地区で実施
・昼間避難訓練/興津地区：１回、志和地区：１回
・夜間避難訓練/興津地区：１回

■

７．事業の成果

地域住民自らが行う自主防災組織の活動等に対し、補助金を交付するととも
に活動のサポートを行うことで、組織の活性化や地域防災力の強化が図られた。
また、地域で支える家具転倒防止対策補助制度では、家具の転倒防止対策を通
して、防災意識の向上及び自助の推進に繋がった。
■ 自主防災組織連絡協議会各支部での総体的な訓練や学習機会も定着し、情報
共有も図られ、防災活動の強化及び地域の防災力向上に向けた基盤づくりが進
んでいる。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 危機管理課
基 本 方 針
３
２．総合振興計画
政 策 目 標
８
の位置付け
施 策 目 標 （19）
３．事業名

日本が誇る四万十川流域の環境づくり
安全で快適な暮らしができるまち
安全・安心の確保

津波避難対策推進事業

４．決算額

１０７，９８０，２８４円

南海トラフ巨大地震対策の一環として、海岸部（興津・志和地区）の津波に対す
５．事業の目的及 る避難をより有効かつ実効的に行い、住民の生命を守るとともに被害を軽減する
ため、避難路や避難場所等を計画的に整備する。
び概要
※決算科目〔款-項-目-(節)〕
■

興津地区津波避難施設整備事業
事業費（合計） １７，３７６，１８０円
［緊防債 14,000,000 円、防災まちづくり基金 3,000,000 円]
・興津高台用地鑑定委託
312,120 円〔9-1-5-13〕
・興津高台用地造成測量設計委託
406,080 円〔9-1-5-13〕
（H28 繰）
・興津高台用地整備工事
9,240,000 円〔9-1-5-15〕
・興津高台排水工事
4,406,400 円〔9-1-5-15〕
（H28 繰）
・維持管理等工事
3,011,580 円〔9-1-5-15〕

■

志和地区津波避難施設整備事業
事業費（合計） ９０，６０４，１０４円
[国補助金 44,003,000 円、合併債 29,300,000 円]
[過疎債 11,500,000 円、防災まちづくり基金 1,600,000 円]
・町道轟谷線橋梁架橋工事
22,935,800 円〔9-1-5-15〕
（H28 繰）
・避難路・広場整備工事
15,003,400 円〔9-1-5-15〕
（H28 繰）
・誘導灯設置工事
15,402,960 円〔9-1-5-15〕
（H28 繰）
・防災ヘリポート舗装工事
4,786,560 円〔9-1-5-15〕
・津波避難路・広場整備工事（３工区） 10,848,600 円〔9-1-5-15〕
・避難路・広場舗装工事
2,123,280 円〔9-1-5-15〕
・町道志和ヒショヶ谷橋梁架設工事
17,820,000 円〔9-1-5-15〕
・維持管理等工事
1,683,504 円〔9-1-5-15〕

６．事業の実施内
容

■

７．事業の成果

津波から迅速安全に避難をするため、避難路や避難広場・避難タワー、ヘリポ
ート等の施設整備を四万十町津波避難計画に基づき実施しており、概ね平成２
９年度には計画していたものについて終了する予定となっていたが、国庫交付
金の配分額の減少に伴い、志和地区の一部整備に遅れが生じている。しかしなが
ら、最低限の施設利用はできるようになっており、今後は残りの避難路等の整備
を進めるとともに、自助としての住民の自主的な避難、地域での共助体制の確立
等、地域住民との協議を深め、ソフト対策面とも併せた住民啓発を継続して行
い、地域の防災力の強化を図っていく。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 危機管理課
基 本 方 針

３

日本が誇る四万十川流域の環境づくり

２．総合振興計画
政 策 目 標
の位置付け

８

安全で快適な暮らしができるまち

施 策 目 標 （19）
３．事業名

安全・安心の確保

避難所運営体制加速化事業

４．決算額

４，６４９，１７１円

南海トラフ地震が発生した場合、行政などの公的機関は人命最優先の対応を迫
られ、避難所の運営まで対応できないことが想定されている。そのような状況の中
でも助かった命を繋いでいくためには、住民自らが避難所を運営していくことが
必要となる。
５．事業の目的及
住民自らが避難所運営を行うため、勉強会・課題整理や訓練を通してマニュアル
び概要
を策定する。
マニュアル策定後は、避難所運営に必要な資機材の整備も行う。
（上限 2,000 千
円。県費 2/3）
※決算科目〔９款-１項-５目-(11・18 節)〕
【指定避難所数】
１次避難所
１６５箇所（うち１０箇所は２次避難所と兼ねる）
２次避難所
３３箇所
※２次避難所単位でマニュアル、資機材整備を行う。
■避難所運営マニュアル作成業務
①作成業務臨時職員賃金
・臨時賃金
1,140,247 円
②避難所運営マニュアル作成
・旧大奈路小学校（西ノ川・大正大奈路・大正中津川・木屋ヶ内・下道地区）
６．事業の実施内
・十和東部地区交流センター（里川・浦越・茅吹手・津賀地区）
容
・七里小学校（七里・中村・勝賀野・川ノ内）
・興津地区（浦分・郷分・小室）
■避難所用資機材整備事業
①避難所用資機材整備
・旧大奈路小学校、十和東部地区交流センター
②事業費

3,508,924 円

全事業費 4,649,171 円

［県補助金

3,099,000 円］

■

事前に課題を整理し、マニュアルを作成して訓練を行うことで、避難所運営に
必要な資機材の洗い出しも行われた。また、マニュアルを作成する過程で、災害
への備えに対する意識が啓発され、地域の防災力向上が図られた。

７．事業の成果
■

避難所運営に必要な資機材をあらかじめ整備しておくことで、発災時の避難
所開設から運営までがスムーズに行える。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 危機管理課
基 本 方 針
３
２．総合振興計画
政 策 目 標
８
の位置付け
施 策 目 標 （19）
３．事業名

日本が誇る四万十川流域の環境づくり
安全で快適な暮らしができるまち
安全・安心の確保

緊急用ヘリポート整備事業

４．決算額

１３，９１０，４００円

狭隘な地形を要する山間集落に緊急用ヘリポートを整備することにより、平常
時の救命医療での利用も視野に入れながら、今後発生が予想される南海トラフ地
震に備えた救命救急や物資輸送等を行うことを可能とし、地域の安全対策を強化
する。
５．事業の目的及
（全体計画）
び概要
平成２９年度
測量設計
平成３０年度～ 用地購入、工事

※決算科目〔款-項-目-(節)〕
救急援助施設整備事業
（１）業 務 名：緊急用ヘリポート整備測量設計委託業務
実施場所：大道地区、野々川地区
実施内容：測量設計
事 業 費：１３，９１０，４００円
[緊防債 2,700,000 円]

■

６．事業の実施内
容

■

平成２９年度に実施した測量設計の成果を受けて、平成３０年度は道路事情
等から特に緊急度の高い大道地区の用地購入費及び工事請負費を予算化し、事
業を実施する。

７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 町民課
基本方針
２
２．総合振興計画
政策目標
４
の位置付け
施 策 目 標 （７）
３．事業名

生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
まちの将来を担う人を育むまち
子どもを生み育てる環境の充実

乳幼児・児童医療費助成事業

４．決算額

３９，７２３，５８６円
【目的】
乳幼児（就学前）及び児童（小・中学生）の医療費の自己負担分を助成すること
により、保健の向上と福祉の増進を図る。

【事業内容】
子どもの医療費（健康保険が適用されるものに限る）の自己負担分及び入院時食
５．事業の目的及 事療養費の自己負担分を町が全額助成する。
び概要
【助成対象】
中学校卒業前の子ども（１５歳に達する日以降における最初の３月３１日まで
の間にある子ども）
●０歳から就学前の子ども（乳幼児医療費助成）※県の補助金有り
●小・中学生（児童医療費助成）

【対象者数】
●乳幼児医療

６．事業の実施内
容

●児童医療
※内、小学生
※内、中学生

665 人
979 人
622 人
357 人

【平成２９年度の実績（医療費）】20 節
●乳幼児医療費 17,512,824 円
●児童医療費
21,063,272 円
※内、小学生 13,431,149 円
※内、中学生 7,632,123 円

扶助費

【成果】
家庭の経済的負担の軽減による子育て環境の充実や、児童の保健向上及び福祉
の増進に効果があった。

７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 町民課
基本方針
２
２．総合振興計画
政策目標
４
の位置付け
施 策 目 標 （７）
３．事業名

生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
まちの将来を担う人を育むまち
子どもを生み育てる環境の充実

ひとり親家庭医療費助成事業

４．決算額

９，３１８，０４１円
【目的】
ひとり親家庭等に対して医療費を助成することにより、ひとり親家庭の生活の
安定と福祉の増進を図る。

【事業内容】
５．事業の目的及
ひとり親家庭の医療費（健康保険が適用されるものに限る）の自己負担分及び入
び概要
院時食事療養費の自己負担分を町が全額助成する。
【助成対象】
１８歳に達する日以降における最初の３月３１日までの間にある児童及びその
児童を養育するひとり親家庭の保護者（養育者）

【対象者数】
〇124 世帯（317 人）
※内、母子家庭 111 世帯（282 人）
※内、父子家庭 13 世帯（ 35 人）

６．事業の実施内
容

【平成２９年度の実績（医療費）】
〇ひとり親家庭医療費
9,108,796 円
※内、母子家庭医療費支出額 8,514,023 円
※内、父子家庭医療費支出額
594,773 円
〇審査支払手数料
204,165 円
〇県の補助金
4,635,000 円

【成果】
ひとり親家庭の負担軽減による子育て環境の充実や、児童並びに保護者の保健
向上及び福祉の増進に効果があった。

７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 町民課
基本方針
２
２．総合振興計画
政策目標
４
の位置付け
施 策 目 標 （７）
３．事業名

生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
まちの将来を担う人を育むまち
子どもを生み育てる環境の充実

安心子育て支援事業「出産祝い金」

４．決算額

１１，９００，０００円
【目的】
次代を担う子どもの誕生を祝福するとともに健やかな成長を願い、若年層の定住
および、地域の活性化を図ることを目的とする。

【概要】
ふるさと支援基金を 100％財源としており、
５．事業の目的及 ※子ども一人につき
び概要
・第 1 子・第 2 子…50,000 円
・第 3 子以降…300,000 円 をそれぞれ支給する。

【実施内容】
子の出生時に於いて四万十町住民基本台帳に登録がある父、または母が申請する
ことができるが、現に本町に居住しており、引き続き居住する意思があることを要
件としているため、申請時における定住の意思確認を確実におこない、支給決定す
る。
【平成 29 年度実績】
・受給者数…103 名（103 件）
６．事業の実施内 ・支給総額…11,900,000 円
〈内訳〉
容
※第１子…４１名
※第２子…３５名
※第３子…１９名
※第４子…６名
※第５子…１名
※第６子…１名

【成果】
昨年度実績の 70 件、9,000,000 円を大きく上回る成果が得られ、次代の社会を担
う子どもの健全育成に寄与した。
７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 町民課
基本方針
２
生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
２．総合振興計画
政策目標
５
生きがい・誇りを持てるまち
の位置付け
施 策 目 標 （11） 人権尊重の推進
３．事業名

人権対策推進事業

４．決算額

５．事業の目的
及び概要

６．事業の実施
内容

７．事業の成果

２９６，６６８円
全ての人の人権が尊重され、安心して暮らせるよう、町民一人ひとりが人権尊
重の理念についての理解を深め、さまざまな人権問題を自分自身の課題としてと
らえ、その解決に向けて人権尊重の意識が態度や行動として日常生活のなかに現
れるよう、あらゆる機会や場を通じて、より効果的な啓発活動を推進する。
また、その活動にあたっては、高知地方法務局および四万十町人権教育研究協
議会等、各関係機関との連携を図る。

◎ 『じんけんの花』運動
町内小学校１２校に、花を育てることを通じ、小さな命を大切にし、思いやりの
心を育むことを目的に人権擁護委員と協力し、地元の高校生が育苗したプランタ
ー植えパンジー配付を実施した。
◎ 広報誌掲載
町広報誌『四万十町通信』の中で、人権相談や人権課題を取りあげること
で、日常生活の中での身近な人権課題について考える契機とした。
◎ イベント会場における人権啓発活動
四万十町主催のイベントである『米こめフェスタ』と『西部地区産業祭』にお
いて、人権擁護委員との連携のもと、人権意識の高揚を目的に、人権啓発標語
入り物品および人権啓発に関するパンフレットの配布を実施した。

◎ 『じんけんの花』の配付や、町広報誌へ人権についての記事を掲載することで、
普段の日常生活では、あまり意識することのない「人権」について考えるきっか
けとなった。
◎ 町のイベント会場における啓発活動は、子どもから大人までたくさんの方の参
加が得られる場であり、
「人権」について考える意識付けの場として、大変有意
義であった。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 町民課
基本方針
２
生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
２．総合振興計画
政策目標
６
元気で安心して暮らせるまち
の位置付け
施 策 目 標 （13） 保健・医療環境の充実
３．事業名

国民健康保険特別会計繰出金（財政調整繰出金）

４．決算額

２５，０００，０００円

【事業内容】
国保財政は、平成 27 年度から基金の取り崩しはないものの、平成 29 度におい
ても単年度実質収支は赤字となっており、依然、厳しい財政運営となっている。
また、平成 30 年度の都道府県化に伴う制度改正により、都道府県が財政運営の
主体となり、市町村と共に国保運営をしていくことにより、国保特別会計において
もその枠組みが大きく変化してきている。
５．事業の目的及
今後については、制度改正後の財政状況を数年掛けじっくり分析した上で、国保
び概要
税率の改定等の検討も行うが、昨今の景気情勢が落ち込む現状では、
、国保税率改
定による急激な負担増を求めることは非常に困難であることから、平成 29 年度に
おいても一般会計からの繰入を実施することにより、国保財政の収支均衡、被保険
者の経済的負担の軽減、また制度改正に伴う財源の確保を図ったものである。

【実施内容と繰入額の算定根拠）】
１ 国保財政赤字補填分（下記 2・3・4）を除く
２ 保険財政共同安定化事業拠出額超過分
３ 特定健康診査等事業費不足分
４ 療養給付費等地方単独事業減額分
合
計

０円
４，４７１，２３６円
７，９９８，７５９円
１２，５３０，００５円
２５，０００，０００円

６．事業の実施内
容

７．事業の成果

【成果】
事業を実施することにより、健全な国保財政の運営に努めることができた。
特に平成 29 年度の国保税の税率を改定することなく、国保財政を運営すること
ができたことは、国民健康保険被保険者の急激な負担増の回避にも繫げることが
できた。
また、平成 30 年度の都道府県化に伴う制度改正により、市町村に新たに負担が
求められる国保事業費納付金や今後の突発的な医療費増等の不測の事態にも対応
できるよう、国保財政調整基金への基金積立ても実施し、ある一定財源の確保も行
うことができた。
今後についても、国保税の徴収率の向上、医療費適正化の強化等に努め、強固な
国保財政基盤の確立を目指していく。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 町民課
基本方針
２
生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
２．総合振興計画
政策目標
６
元気で安心して暮らせるまち
の位置付け
施 策 目 標 （13） 元気で健康に暮らせるまち
３．事業名

特定健康診査等事業費

４．決算額

１５，０２０，７５９円
♦特定健康診査
四万十町国民健康保険被保険者のうち、40 歳～74 歳を対象とメタボリックシン
ドローム（※１）に着目した健康診査を実施した。

５．事業の目的及
び概要

※１

メタボリックシンドロームとは…
過食や運動不足などによる肥満が主原因となって高血圧、糖尿病、脂質
異常症、循環器障害などが複合的に発症する疾患

♦特定保健指導
特定健康診査受診者のうち、保健指導実施基準と判定されたものに対して、特定
保健指導を実施した。
♦特定健康診査
実施方法：各地区での集団健診、医療機関での個別健診、人間ドックとの併用
実施期間：平成 29 年４月１日～平成 30 年３月 31 日
健診内容：身体測定・検尿・血圧測定・身体診察・血液検査
※医師が必要と認めた場合は、心電図検査・眼底検査・貧血検査を
６．事業の実施内
実施
容
♦特定保健指導
実施方法：各地区での集団指導及び個別訪問による指導
実施期間：平成 29 年４月１日～平成 30 年３月 31 日
♦特定健康診査
対象者数：３，９６８人
受診者数：１，４６６人
受 診 率：３６．９％(平成 29 年度目標値：６０％)
※平成 28 年度に引き続き、特定健診の未受診者対策として電話による受診勧
奨、かかりつけ医への相談依頼の文書の発送を業者委託により行った。また、
健康づくり団体による街頭啓発や各家庭への訪問で受診を呼びかけた。
前年に比べ０．３％受診率は低下した。
７．事業の成果

♦特定保健指導
対象者数：１９５人
受診者数：８１人
実 施 率：１７．４％(平成 29 年度目標値：６０％)
※今年度の実施率は昨年度よりも減少している。現在は、集団健診受診者の保健
指導については、結果報告会等と個別対応にて４２．１％の実施率ではある。
個別健診受診者の特定保健指導対象者については案内を送付しているもの
の、指導につながるケースがなかったため、今後指導方法を検討する必要があ
る。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 町民課
基本方針
２．総合振興計画
政 策 目 標 （２）
の位置付け
施策目標
３．事業名

行財政運営の方針
経営的な視点に立った行財政運営

2 町共同戸籍システム構築事業

４．決算額

８，９０１，０９０円
戸籍システムの更新にあたり、戸籍事務に係る「経費削減」や「サーバ管理効率
化」を図るため、四万十町・中土佐町の 2 町が相互に共通する戸籍事務のコンピ
ュータの一部を共同利用する。

５．事業の目的及
び概要

■

６．事業の実施内 ■
容

■

戸籍に係る電子情報処理の事務の委託に関する規定に基づく協議書締結
（四万十町・中土佐町）
締結日：平成 29 年 10 月 5 日

2 町共同戸籍システム構築事業
・ハードウェアなど構築事業仕様化（要件定義）委託 112,320 円
・仕様化（要件定義）委託
866,160 円
・構築委託
3,313,332 円
・ハードウェアなど構築委託
4,609,278 円

四万十町・中土佐町の 2 町で共同利用することで、サーバ機器数の削減
による「コスト削減」が図られた。
〇単独で行った場合
〇共同で利用する場合

７．事業の成果
■

11,666,160 円
8,901,090 円 (2,765,070 円の削減)

当町にサーバ機器を設置し管理することで、「保守サポートなど人件費抑制」
や「情報システムの管理事務軽減」が図られるとともに、災害への備えを高める
ものとなっている。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 健康福祉課
２．総合振興計画
の位置付け
３．事業名

基本方針

２

生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり

政策目標

６

元気で安心して暮らせるまち

施策目標

（13）

保健・医療環境の充実

健康づくり事業（健康増進事業）

４．決算額
５．事業の目的及
び概要

１，０１９，５１４円
町民の身体的健康、精神的健康の保持増進と疾病の予防、早期発見、健康不安
の解消を目的に、健康づくりを推進する。
１．健康増進事業
【健康手帳の交付】
健康診査・健康相談等の機会を利用して、健康診査（各種検診）の記録、その
他の健康保持のために必要な事項を記載して、自らの健康管理のために役立てて
もらおうと、４０歳以上の希望者に交付している。
【健康教育】
心身の健康について自覚を高め、疾病の発生予防、早期発見・早期治療の重要
性と生活習慣の改善、疾病等関する知識の普及を図るために、住民が多く集まる
健診会場や生きがいサロンの場等において健康教育を行っている。
【健康相談】
心身の健康に関することや、家庭での健康管理等について、保健師が指導、助
言等相談を行っている。

６．事業の実施内
容

２．健康づくり団体連携促進
健康づくりに関する取り組みの支援と併せて、健康づくり婦人会・食生活改善
推進協議会とともに、特定健診・がん検診の受診促進や、活動意欲の維持向上と
意思の共有を図るための交流学習会を開催している。
◆受診促進のための個別訪問
・健康づくり婦人会
窪川 1,020 件 大正 285 件 十和 255 件 計 1,560 件
・食生活改善推進協議会 窪川 1,550 件 大正 346 件 十和 255 件 計 2,151 件
◆合同健診における健診会場での運営補助・受診啓発
・健康づくり婦人会
窪川 6 回 大正 2 回 十和 4 回
・食生活改善推進協議会 窪川 6 回 大正 2 回 十和 4 回

計 12 回
計 12 回

◆街頭啓発活動
・健康づくり婦人会（窪川支部） 6 月 14 日（水）
窪川中心街の量販店や直販所（３か所）で、受診啓発やチラシ配布。
◆交流学習会 2 月 19 日（月）
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３．「四万十町健康増進計画」に基づいた取り組み
平成 27 年 3 月に策定された２期計画として、
「食」
「運動」
「こころ」
「健康管理」
の４つの柱を重点に、関係機関と連携しながら推進している。
【食】
地元で採れる豊富な食材を活かし、食生活全体を大切にする取り組みを進める。
◆食生活改善推進協議会との連携を密にした取り組み。
◆保育所・学校と連携した食育の推進
◆災害時における「食」の備えの普及
【運動】
誰もが気軽にできる雰囲気と、地域に合った運動を広めることと併せて、将来
介護が必要にならないためにも介護予防に向けた取り組みも進める。
◆リフレッシュウォーキング
大正：11 月 4 日（土） 大正中津川、久木の森風景で実施。
窪川：松葉川地区の「温泉まつり」と並行して、
「リフレッシュウォーキング」
を実施。
（高知家健康パスポートが取得できるイベントとして実施。）
◆スポーツクラブと連携して、ウォーキング・ノルディックウォークの普及
窪川：7 月～10 月 ノルディックウォーク無料体験会（四万十緑林公園）
【こころ】
気軽にコミュニケーションがとれる場づくり（環境・活動）や、こころの健康
に関する啓発活動を進める。
◆健康づくり団体と連携して、こころに関する街頭啓発
◆「ゲートキーパー」研修を、介護やＪＡ、商工会等の事業者に実施
※自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応を図ることができる人
【健康管理】
※「健康増進事業」及び「健診・がん検診事業」を参照。

７．事業の成果

一人ひとりに対する相談支援により、健康不安の軽減や、健康づくりへの行動
変容、医療機関への早期受診、早期治療につながった。
また、集団に対する健康教育、啓発活動の実施により、心身の健康づくりへの
周知と健康づくり意識の醸成につながっている。
平成 28 年 9 月から高知県の「高知家健康パスポート事業」がスタートし、町内
でも健診やウォーキングイベント、スポーツクラブ等で、パスポートの取得やヘ
ルシーポイント（※）を配布しており、パスポート取得者も徐々に増えているこ
とから、健康づくりへの意識向上につながっている。
（※）ヘルシーポイント…健康パスポートへ貯めていくポイントで、健診を受け
たり、運動施設を利用したりすると交付される。集めることで様々な特典が得ら
れる。（市町村によって異なる。）
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 健康福祉課
基本方針
２
生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
２．総合振興計画
政策目標
６
元気で安心して暮らせるまち
の位置付け
施 策 目 標 （13） 保健・医療環境の充実
３．事業名

健診・がん検診事業

４．決算額

２２，３８３，９２３円

５．事業の目的及
検診に対する関心と受診意欲を向上させ、疾病の早期発見・早期治療につなげる
び概要
ことで、がんによる死亡の減少が期待できる。

【がん検診】４－１－４：健診事業〔町単〕
「健康増進法」に基づき、各地区の集会所や公共施設等で年間通じて実施。
【結核健診】４－１－２：結核保防費〔町単〕
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、65 歳以
上の住民に対し、肺がん検診と併せて実施。
【受診勧奨】
◆年度当初に年間日程表を全戸配布。

６．事業の実施内
容

◆町民課：国保担当部署と連携して、申込はがきを用いて特定健診・後期高齢
者健診と併せてがん検診の申し込みを募る。
“電話”による申込受付も随時対
応。
◆「結核・肺がん検診」の受診勧奨の際、受診希望の有無にかかわらず、対象者
（欠診届等を除く）に対して、受診票と実施日程を個別送付している。
◆国の補助事業（新たなステージに入ったがん検診総合支援事業）を活用して、
「子宮頸がん・乳がん検診」における一定の対象者に対し、
「無料クーポン券」
と「検診手帳」を個別送付して、受診の動機付けと関心を高めてもらう。

◆県の補助事業（がん検診受診促進事業）も活用して、主に働き盛り世代に
対して重点的に受診勧奨及び未受診者再勧奨、
「大腸がん検診」においては希
望者に対して検査容器を個別送付して、利便性の向上に努めている。
【検診（検査）項目の拡充】
◆特定健診時に受診可能な「前立腺がん・肝炎ウイルス」検診の他、
「胃部ピロ
リ菌抗体検査」も平成 26 年度から新たに導入し、受診機会を設けている。
◆毎年がん（確定・疑い含む）が発見されており、早期発見・治療により医療費
抑制につながっている。
◆数年前から導入した休日健診は、徐々に受診者数が増えてきており、平日で
は受診できない方が受けやすくなり、まとまった受診規模になってきている。
７．事業の成果

◆１日で複数の検診が受けられる「セット健診」や、町外でも受けられる「広域
検診」、検査機関に郵送で提出できる「大腸がん検診」の導入・拡充をすすめ、
利便性と受診率の向上に努めている。
◆高齢化や医療機関定期受診増による受診者の減により、地区によっては健診
会場の確保が困難な所が出てきており、会場の集約や送迎等移動手段の確保
等の検討に迫られてきている。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 健康福祉課
基本方針
２
２．総合振興計画
政策目標
４
の位置付け
施 策 目 標 （７）
３．事業名

生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
まちの将来を担う人を育むまち
子どもを産み育てる環境の充実

乳幼児健診事業（４・７か月児健診、１２か月児健診、１歳６か月児健診、
２歳６か月児健診、３歳６か月児健診）

４．決算額

２，０３５，８６６円

乳幼児健康診査は、それぞれの発達段階に応じた身体および、精神面の発育状
況、栄養状態、先天的な異常等を早期に発見し、専門的な治療へ繋げ、将来的な
問題とならないために実施している。
５．事業の目的及
また、子どもの発育や発達には個人差があり、一人ひとりの状態を、時間を追
び概要
って観察することが大切であるため、本町においては、母子保健法で定められた
健康診査のほか、１２か月児および、２歳６か月児健康診査を追加実施すること
で受診機会の確保を図っている。

【乳児健診】
（４・７か月児健診）（１２か月児健診）
乳児期の疾病および異常を早期発見し、早期治療に繋げる。また、育児に関
する情報提供および、育児相談等を実施することにより、子育て支援の視点で
かかわりを持つ機会をつくる。
【１歳６か月児健診】
乳児健診で疑われていた発達上の課題を再確認するとともに、知的能力や運
動機能、視聴覚等の障害および精神発達の遅延等の障害を早期発見し、早期治
療に結びつける。また、子どもの健康や生活習慣等の育児に関する適切な情報
や身辺自立に向けたしつけを始めるための情報を提供する機会とする。
【２歳６か月児健診】
１歳６か月児健診で達成できなかった課題等を再確認する機会としている。
また、乳幼児期の齲歯罹患率が高いため、フッ素塗布やはみがき指導を実施す
るとともに、歯科衛生士による保護者向けの歯科保健指導を行っている。
【３歳６か月児健診】
この時期になると、健康および発達の個人的差異が顕著となることから、保
６．事業の実施内
健・医療による適切な対応の有無が、その後の成長、発達に影響を及ぼすため、
容
運動機能、視聴覚等の障害および精神発達の遅延等の障害を早期発見し、早期
治療に結びつける。また、身辺自立に向けたしつけや健康な生活習慣が獲得で
きているか確認し、自立に向けて保護者が積極的な行動ができるように支援す
る。
※未受診者へのフォロー
未受診の児の保護者へは、再案内を郵送による通知や電話で行っている。2
回未受診の場合は、保育士が自宅や保育所に訪問し、それぞれの健診での項目
等を確認している。
※言語聴覚士による指導
平成２９年度より、乳幼児とその保護者に対して言語発達に関する相談、言
語発達に関する専門的指導を行う体制を整備し、主に社会性の障害につながる
状態の早期発見、早期療育につなげるために言語聴覚士による指導を行ってい
る。

26

H２９受診状況
事業名

実施回数

対象者

受診者

受診率

４か月健診

２４回

９４人

９０人

９５．７％

７か月健診

２４回

８４人

８０人

９５．２％

１２か月健診

２４回

８２人

７４人

９０．２％

１歳６か月健診

１６回

１０３人

１００人

９７．０％

２歳６か月健診

１６回

１１２人

１０８人

９６．４％

３歳６か月健診

１６回

１１４人

９９人

８６．８％

※受診者には前年度対象者も含む。
法定健診である１歳６か月児健診９７％、３歳児健診の受診率は、3 月に健診が
あった為、体調不良等で受診できない児が多数いたため８６．８％であった。そ
の他の健診でも９０％以上と高い受診率をキープできており、それぞれの発達段
階に応じた身体および、精神面の発育状況、栄養状態、先天的な異常等を早期に
発見し、専門的な治療へ繋げることができた。

７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 健康福祉課
基本方針
２
２．総合振興計画
政策目標
４
の位置付け
施 策 目 標 （７）
３．事業名

生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
まちの将来を担う人を育むまち
子どもを産み育てる環境の充実

母子保健事業（妊婦・乳児一般健康診査、妊婦カフェ、育児相談、母乳相談）

４．決算額

１０，５９９，３４５円

妊婦健康診査を定期的に受診することにより、妊娠期間中を心身ともに健康に過ご
し、安全な出産を迎えるため、医師や助産師など専門家のアドバイスを受けながら、
積極的な妊娠中の健康管理に取り組んでもらう。
５．事業の目的及
また、妊娠・出産後の女性ホルモンバランスの急激な変化による情緒不安定や、出
び概要
産への不安、育児の悩みなどによる身体的、精神的負担軽減のため、妊婦カフェ・育
児相談および母乳相談を実施する。
【妊婦・乳児一般健診】
高知県下および、宇和島市内の委託医療機関で使用できる妊婦および乳児一般健
康診査受診票(妊婦１４枚、乳児２枚)を交付。
【妊婦カフェ・育児相談・母乳相談】
毎月、医師、助産師、保健師、栄養士等の専門職による育児相談等を実施。
・妊婦カフェ
助産師による相談や助言、妊婦体操などを行うことで、出産への不安や、つかの
間の休息、リラックスを体験してもらおうと取り組んでいる。
６．事業の実施内 ・育児相談・母乳相談
プライバシーを考慮して個室でゆっくり（１５～３０分程度）とした時間を確保
容
して、赤ちゃんを通して日常会話をしながら、話しやすい雰囲気の中で、母乳・育
児・母自身の健康管理やメンタルヘルスについて指導を行っている。
また、月1回の「母乳相談」ではタイムリーに支援することは困難なため、母乳
や産褥期を中心とした不安の強い妊産婦に対して、月に1回程度実施していた訪問
を、保健師が対応する中で、助産師の介助が必要と判断した場合に、在宅助産師
に連絡を取り、同伴訪問を依頼し、助産師は、依頼に応じて母乳マッサージや母
乳管理に関する助言、指導を行っている。

７．事業の成果

【妊婦・乳児一般健康診査受診者数】
妊婦…１４８名（延べ受診回数…１，１７８回）
乳児…１回目８６名 ２回目１３名
妊婦・乳児一般健康診査の必要性を認識してもらい、適切な時期に必要な検査を受
けることで、健康状態の確認をしてもらうとともに、疾病、異常の早期発見、早期治
療に繋がった。
【育児相談・母乳相談】
妊婦健診以外で妊娠中の体調管理や出産準備等で身近に相談できる（相談しやす
い）機関は少なく、この母乳相談が重要な場所となっている。また、産後も新生児の
ケアや母乳に関する不安を助産師から直接、専門的助言を得られる貴重な場所となっ
ている。
【妊婦カフェ】
対象となる妊産婦のほとんどは就労しており、平日に来所することは困難。産休に
入ってからの利用をすすめるなどが必要である。２年目の取り組みで、地域の周知度
はまだまだ低く、利用者獲得に苦慮している。徐々にではあるが、口コミでの参加は
増えている。２９年度はパパさん会を企画し、少人数ではあったが父親に参加しても
らい、妊婦体験等を行った。参加者には好評であり、３０年度も実施の予定。参加者
にアンケートを実施、交流や妊娠・出産に関する知識や情報を求めている方が多く、
助産師からの個別・集団指導を通して、知識と情報も得られていた。さらに、参加者
同士仲良くなる機会となり、出産後も育児ひろばに一緒に来所するなどのつながりに
もなっている。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 健康福祉課
基本方針
２
２．総合振興計画
政策目標
６
の位置付け
施 策 目 標 （15）
３．事業名

生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
元気で安心して暮らせるまち
障害者福祉の充実

障害者自立支援給付事業

４．決算額

５０４，９９１，３２０円
「障害の有無に関わらずすべての人がともに当たり前に暮らせる地域づくり」と
いうノーマライゼーションの考え方のもと、障害の種別や程度に関わらす、障害
のある人が自分の住みたい場所に住み、必要なサービスや支援を自分で選んで受
けながら自立と社会生活参加の実現を図ることを目的とする。

５．事業の目的及
○介護給付・・・居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、
び概要
生活介護、短期入所、共同生活介護、施設入所支援
○訓練等給付・・自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助
○相談支援・・・計画相談支援、地域相談支援

障害者自立支援給付費給付費の支給状況
事業種別
延人数
介護・訓練等給付費等

4,052

488,448,547

特定障害者特別給付費

1,222

13,291,122

41

3,251,651

5,315

504,991,320

補装具
６．事業の実施内
容

給付費

合

計

障害福祉サービス費等の費用負担内訳
国庫負担金
県費負担金
260,320,687

130,160,343

町一般財源

合

計

114,510,290

504,991,320

障害福祉サービスの適切な給付により、障害者の自立と社会参加及び社会復帰
を促進し、自己実現を図ることができた。

７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 健康福祉課
基本方針
２
２．総合振興計画
政策目標
６
の位置付け
施 策 目 標 （15）
３．事業名

生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
元気で安心して暮らせるまち
障害者福祉の充実

障害児施設給付事業

４．決算額

３，９２３，４８９円
障害児通所・入所施設等において、障害のある児童に対する保護・訓練を行い、
障害児の福祉の向上を図ることを目的とする。

【支援の種類】
○障害児通所支援
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援
５．事業の目的及 ○障害児入所支援
び概要
福祉型障害児入所支援、医療型障害児入所支援
○障害児相談支援
障害児の心身の状況等を勘案し、障害児の通所サービスに係る障害児支援利用
計画を作成するとともに、障害児の通所サービスの利用状況を検証し、障害児
利用計画の見直し等を行う。

（１）障害児入所給付費等
種類
児童発達支援
保育所等訪問支援

延人数
24
0
51
18

放課後等デイサービス

６．事業の実施内
容

障害児相談支援

給付費
419,022
3,208,987
295,480

（２）障害児通所給付費の費用負担内訳
国庫負担金
2,068,405

県費負担金
1,034,202

町一般財源
820,882

合

計
3,923,489

障害児の発達支援等について、今ある社会資源を最大限に使いサービス提供がで
きた。

７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 健康福祉課
基本方針
２
２．総合振興計画
政策目標
６
の位置付け
施 策 目 標 （15）
３．事業名

生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
元気で安心して暮らせるまち
障害者福祉の充実

地域生活支援事業

４．決算額

１０，０２８，６７７円

障害者等が能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことがで
５．事業の目的及
きるよう地域の特性や利用者の状況に応じた事業を実施し、障害者等の福祉の増
び概要
進を図る。
○

コミュニケーション支援事業
意思の伝達に支援が必要である、聴覚、言語機能、音声機能等の障害者と他
者との意思疎通を仲介するため、手話通訳者及び要約筆記者を派遣する。高知
県聴覚障害者協会等への委託により実施している。
区
分
派遣回数
公費負担額
手話通訳者派遣
115
399,908
要約筆記者派遣
2
37,000
○ 日中一時支援事業
日中の活動の場として、宿泊を伴わない日帰りの短期入所を実施し、家族の
就労支援、介護負担軽減を図る。
実人数
延回数
公費負担額
自己負担額
3
102
440,588
48,685
〇 移動支援事業
屋外での移動に困難がある障害者等について、外出のための支援を行うこと
により、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
実人数
延回数
公費負担額
自己負担額
5
19
175,600
0
６．事業の実施内
○ 生活訓練事業
容
地域に在住する障害者の行き場（交流の場）のひとつとしての位置付けと社
会参加支援、地域住民への障害理解や啓発普及を目的とする。
『ほっとサロン』・・・日常生活上必要な訓練・指導等、本人の活動の支援､
居場所として支援等
利用者実数：31
実施回数：66 回
〇 日常生活用具給付等事業
重度の障害者に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付することに
より、日常生活の便宜を図る。
交付件数
公費負担額
自己負担額
421
4,026,636
146,412
〇 地域活動支援センター事業 委託料 3,367,000 円
〇 障害程度区分認定事務
88 件 1,381,945 円
〇 自発的活動支援事業
200,000 円
〇 障害者相談支援
来庁、電話、訪問等により、障害者や家族からの障害や生活に関する相談に
応じ、障害福祉サービス等の利用に必要な情報提供や連絡調整などの援助、
その他の支援策や権利擁護等に必要な援助、専門機関の紹介などを行う。
７．事業の成果

障害者の特性に応じた事業を実施することができた。

31

平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 健康福祉課
基本方針
２
２．総合振興計画
政策目標
６
の位置付け
施 策 目 標 （15）
３．事業名

生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
元気で安心して暮らせるまち
障害者福祉の充実

福祉医療費（障害者）助成

４．決算額

５２，７１３，１２８円

重度心身障害者の保健の向上と福祉の増進を図るため、医療費の自己負担分に
ついて助成を行う。
助成対象者は
○身体障害者手帳１・２級
５．事業の目的及
ただし、65 才以上で平成 15 年 10 月 1 日以後、新たに重度障害の認定を
び概要
受けた町民税課税世帯の方は非該当。
○療育手帳Ａ１・Ａ２
○１８歳未満で、身体障害者手帳の３・４級かつ療育手帳Ｂ１
○２９年度給付状況
区
障 害
高齢障害

６．事業の実施内
容

合

入 院
外 来
歯 科
訪 問
計
入 院
外 来
歯 科
訪 問
計

259
4,689
392
17
5,357
589
5,246
312
11
6,158

11,935,761
23,607,295
1,576,751
225,751
37,345,731
10,652,939
9,393,953
431,581
27,347
20,505,820

審査支払
手 数 料
16,705
297,505
25,480
1,105
340,795
32,045
355,745
18,720
390
406,900

計

11,515

59,995,865

733,980

分

給付件数

給付金額

町支出
済額
8,599,966
20,914,370
1,602,231
227,029
31,343,296
9,588,283
9,274,058
450,301
27,737
19,340,379

H28.4.1
対象者数

52,713,128

468

207

261

○財源内訳
県補助金
25,728,000

町一般財源
25,728,729

過 年 度
高額療養費
1,256,399

合

計
52,713,128

医療費を助成することにより、経済的理由からの受診忌避を回避させることが
でき、重度心身障害者の健康的な生活に寄与。
７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 健康福祉課
基本方針
２
２．総合振興計画
政策目標
６
の位置付け
施 策 目 標 （14）
３．事業名

生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
元気で安心して暮らせるまち
高齢者福祉の充実

あったかふれあいセンター事業

４．決算額

５０，９３９，０３５円

子どもから高齢者まで年齢や障害の有無にかかわらず、誰もが気軽に集い、必要
なサービスを受けることができる拠点を整備し、地域ニーズの把握や課題に対応
した小規模多機能支援拠点としての活動に加え、見守りの必要な方の生活課題に
５．事業の目的及
対応した支え合い活動など地域福祉活動の推進を図る。
び概要

１．あったかふれあいセンター くぼかわ（窪川）
事業費 21,564,341 円
地域福祉コーディネーター1 名 スタッフ 6 名
延べ利用者数（集い）6,492 人
【内訳】
①高齢者 4,761 人 ②障害者 1,037 人 ③子ども 277 人 ④その他 417 人
２．あったかふれあいセンター やまびこ（大正）
事業費 18,209,600 円
地域福祉コーディネーター 1 名 スタッフ４名
延べ利用者数（集い）3,875 人
６．事業の実施内
【内訳】
容
①高齢者 2,139 人 ②障害者 848 人 ③子ども 103 人 ④その他 785 人
３．あったかふれあいセンター 十和 （十和）
事業費 11,165,094 円
地域福祉コーディネーター 1 名 スタッフ６名
延べ利用者数（集い）3,886 人
【内訳】
①高齢者 2,398 人 ②障害者 380 人 ③子ども 318 人 ④その他 790 人

高齢者、子どもの見守りや一時預かり、障害者の生活訓練や就労支援、地域住民
の集いの場など、地域の実情に応じて必要とされる支援サービスを実施した。昨年
度より利用者が増加（H28 年：延べ 13,799 人→H29 年：延べ 14,253 人 454 人増）
しており、生活支援や介護予防、健康増進への取り組みにつなげることができた。
７．事業の成果

33

平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 健康福祉課
基 本 方 針
２．総合振興計画
政 策 目 標
の位置付け
施 策 目 標
３．事業名

２

生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり

６

元気で安心して暮らせるまち

（14）

高齢者福祉の充実

介護保険事業介護認定

４．決算額

１９，８２３，３１５円

介護を必要とする者に対し介護認定を行い、要介護度状態に基づいて介護サー
ビスを適用する。
介護認定申請受付後、認定調査員が訪問調査を行う。同時進行で、主治医意見
書提出依頼を行う。訪問調査の結果を基に、国から配布される認定ソフトで一次
判定を行い審査会に諮る。審査会は一次判定を基に審議し、二次判定を行う。二
次判定結果を基に町は申請者に対し、結果通知を郵送する。
５．事業の目的及
審査会は高幡広域市町村圏事務組合に委託しており、四万十町からは審査会委
び概要
員６名が参加している。
適切な調査を行うために、年数回、県主催による認定調査研修が行われており、
四万十町からは嘱託調査員、地域包括支援センター職員及び事務担当職員が積極
的に参加している。

①介護認定申請受付
↓
②介護認定調査＋主治医意見書提出依頼
↓
③認定ソフトによる一次判定
↓
④介護認定審査会（毎週水曜日実施：高幡広域市町村圏事務組合）にて二次判定
↓
⑤認定結果通知（介護保険被保険者証と結果通知の郵送）
６．事業の実施内 ２９年度末時点での認定者数：１，５７８人
【内訳】
容
要支援１：２１９人
要支援２：２０２人
要介護１：２８９人
要介護２：２３５人
要介護４：２３７人
要介護５：２２２人

要介護３：１７４人
（介護保険事業状況報告参考）

認定数のうち、新規認定：２３２件（前年より１２件増加）
【内訳】
要支援１：６３人 要支援２：５９人
要介護１：５３人 要介護２：２６人 要介護３：１４人
要介護４：１０人 要介護５：８人

７．事業の成果

申請受付後、介護認定調査と主治医意見書の情報をもとに認定ソフトによる一
次判定を行い、介護認定審査会による二次判定を行うことで、ソフトによる判定
と合議体による判定を行い、厳正な審査を行うことができている。
また、認定調査に関する研修会等にも積極的に参加しており、調査員間での調
査項目への捉え方のばらつきをなくすことにも取り組んでいる。
今後も、正確な介護認定と適正な介護サービスの提供を行うことを目指す。
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主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 健康福祉課
基本方針
２
２．総合振興計画
政策目標
６
の位置付け
施 策 目 標 （14）
３．事業名

生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
元気で安心して暮らせるまち
高齢者福祉の充実

介護保険事業保険給付
充

４．決算額

５．事業の目的及
び概要

２，３８６，２５１，１８６円

当 財 源 の 内 訳
国：
６６７，９２８，３３６円
支払基金：
６６８，１５０，３３２円
県：
３５０，２５９，２９８円
町：
２９８，２８１，３８９円
第１号被保険者保険料：３７９，６８３，８７２円
その他：
２１，９４７，９５９円

介護保険事業における保険給付とは、被保険者に保険事故が発生したときに、被保険者に給付
されるサービスです。介護保険事業における保険事故とは、被保険者に係る日常生活の基本的な
動作の全部または一部について常時介護を要すると見込まれる状態（要介護状態）及び要介護状
態以外の状態で日常生活を営むのに支障がある状態（要支援状態）の２種類があります。
保険給付は、予防の考え方を重視し高齢者ができる限り要介護状態にならないようにするこ
とが重要です。また、介護が必要な状態になっても、その悪化を防ぐため、町の高齢者福祉事業
など関連施策との連携を図りながら、予防やリハビリテーションの充実・利用等に配慮して行う
必要があります。また、介護保険の給付対象サービスは、医療と密接な関係を有するため、医療
との連携に十分配慮して行われなければなりません。
第１号被保険者は、介護（寝たきりなどで入浴・食事や排泄などの日常生活動作への介護）や

６．事業の実施内 支援（家事や身支度などの日常生活での支援）が必要な時、介護保険を適用してのサービスを受
けることができます。第２号被保険者は、特定疾病のために介護が必要になった場合に、介護保
容
険のサービスを受けることができます。
区
分
H28 介護給付費
H29 介護給付費
介護サービス等諸費
2,106,929,153
2,145,167,546
介護予防サービス等諸費
58,246,119
43,587,731
その他の諸費
2,734,830
2,685,240
高額介護サービス費
61,510,787
61,307,870
高額医療合算介護サービス費
5,870,217
7,435,549
特定入所者介護サービス等費
122,118,090
126,067,250
計
2,357,409,196
2,386,251,186
第１号被保険者数は前年度より 10 人増加しています。そのうち 65 歳以上 75 歳未満は 59 人
増加し 75 歳以上は 49 人減少しています。また、要支援・要介護認定者は前年度比で、要支援
者は 27 人増加し要介護者も 10 人増加、計 37 人の増加となっています。
介護保険給付費は前年度比較において、給付費全体で約 28,842 千円の増額となりました。増
額となった主なサービス費は、介護サービス等諸費ですが、これは主に地域密着型サービス事
業の新規開始に伴ったものです。必要な被保険者に必要な介護保険給付サービスを提供すると
いう目的は達成できたと考えます。
①
②
③
④
⑤
⑥

７．事業の成果

第１号被保険者の状況
人
数
Ｈ27 年度末
Ｈ28 年度末
65 歳以上 75 歳未満
3,033
3,018
75 歳以上
4,462
4,427
計
7,495
7,445
要介護・要支援認定者数（注：表中「比較」は H27 と H28 の比較）
年度
事業
要支援 要支援 要介護 要介護 要介護 要介護
該当
１
２
１
２
３
４
H27
8
228
185
257
275
220
207
H28
48
192
197
286
236
207
230
H29
45
222
205
296
239
176
241
比較
△3
30
8
10
3
△31
11
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Ｈ29 年度末
3,077
4,378
7,455
要介護
５
251
214
223
9

計
1,631
1,610
1,647
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 健康福祉課
基本方針
２
２．総合振興計画
政策目標
６
の位置付け
施 策 目 標 （14）
３．事業名

生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
元気で安心して暮らせるまち
高齢者福祉の充実

四万十町中山間地域介護サービス確保対策事業

４．決算額

６，５１４，０００円
中山間地域で生活する高齢者の方々が、たとえ介護が必要な状態となっても、必
要な介護サービスが十分受けられ安心して暮らし続けることができるよう、中山
間地域における介護事業者の経営の安定化により、介護サービスの充実を図るこ
とを目的とする。

☆補助対象となる介護サービス…訪問介護・訪問入浴・訪問看護・訪問リハ・
通所介護・通所リハ・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護
☆補助対象区分及び基準額
事業所の所在地から利用者宅までの訪問又は送迎に要する時間が 20 分以上 1
時間未満である場合また 1 時間以上である場合、サービス提供に係る所定単位数
の 15％及び 35％、特別地域加算対象地域内に所在する小規模事業所が、利用者に
５．事業の目的及 補助対象となる介護サービスを提供した場合であって、訪問又は送迎に要する時
び概要
間が 20 分未満である場合 10％に相当する単位数に 10 円を乗じて得た額。
常勤の職員を雇用した場合で、当該雇用の開始の日から 1 年以内の場合。ただ
し、補助金の交付決定以降に雇用した場合で、雇用することにより職員が増員とな
った場合、新たに雇用した職員 1 人につき、サービス提供に係る所定単位数の 5％
に相当する単位数に 10 円を乗じて得た額。
☆小規模多機能型居宅介護サービスについては、訪問又は送迎に要する時間が
20 分以上 1 時間未満である場合サービス提供回数に 400 円、また 1 時間以上であ
る場合は 900 円を乗じて得た額。
常勤の職員を雇用した場合、補助対象区分は上記と同じ、基準額は 5％に相当す
る額。
いずれも、補助率は 2 分の 1。
〇移動に 20 分以上 1 時間未満の時間を要するサービスへの助成
・訪問介護
事業所数 3
対象者数 36 人
補助金
513,000 円
・訪問看護
事業所数 1
対象者数
7人
補助金
226,000 円
・訪問リハ
事業所数 1
対象者数
8人
補助金
176,000 円
・通所介護
事業所数 3
対象者数 55 人
補助金 2,467,000 円
・通所リハ
事業所数 2
対象者数 30 人
補助金 1,225,000 円
・
地域密着型通所介護 事業所数 4
対象者数
30
人
補助金
743,000 円
６．事業の実施内
容
〇利用者が少ない地域で移動に 20 分未満の時間を要するサービスへの助成
・訪問入浴
事業所数 1
対象者数
3人
補助金
96,000 円
・訪問看護
事業所数 1
対象者数 10 人
補助金
125,000 円
〇常勤職員の新規雇用への助成
・通所介護
事業所数 1

７．事業の成果

対象者数

35 人

補助金

943,000 円

中山間地域でも、ニーズに応じて必要な介護サービスが行き届くよう、在宅介護
サービス事業への助成を行い、サービスの充実や経営の安定と雇用の創出が図ら
れた。
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主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 健康福祉課
基本方針
２
２．総合振興計画
政策目標
６
の位置付け
施 策 目 標 （14）
３．事業名

生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
元気で安心して暮らせるまち
高齢者福祉の充実

一般介護予防事業

４．決算額

７，１２３，４５９円

運動機能低下がみられる者を対象に筋力トレーニング等を実施し、更なる運動
機能の低下や要介護状態となることを予防する。また、地域の集いの場の整備や介
５．事業の目的及
護予防に関する講習会等を通じて、住民自らが介護予防に取り組み、生活支援の担
び概要
い手として活動できるよう支援することで、住み慣れた地域で自立した生活が継
続できることを目的とする。
①高齢者筋力向上トレーニング事業
運動機能低下がみられる者等を対象に、筋力トレーニング（マシントレーニング
の教室（3 ヶ月（週 2 回）を１教室として年 6 回）を実施。
＜実績＞実施回数：142 回 参加者数：実 59 人 延 979 人
②高齢者運動教室
運動機能低下がみられる者等を対象に、地域の集会所等で「いきいき百歳体操」
等の運動教室（3 ヶ月（週 1 回））を実施。教室終了後は、地域で運動が継続でき
るよう自主グループの立ち上げ支援を行う。
＜実績＞実施箇所数：4 ヵ所 実施回数：34 回 参加者数：実 39 人 延 265 人
③口腔機能向上教室
宅老所等の参加者を対象に、歯科衛生士の講話、口腔チェック、かみかみ百歳体
操の指導等を行い、日々の口腔ケアを意識的に行うことができるようにする。
＜実績＞実施箇所数：3 ヵ所 実施回数：7 回 参加者数：実 34 人 延 62 人
④介護予防啓発教室
宅老所や運動自主グループ、サロン等の参加者に対して介護予防に必要な知識
６．事業の実施内 や具体的な行動を伝えることで、高齢者の行動変容を促す。
＜実績＞実施箇所数：宅老所 13 ヵ所、運動自主グループ 1 ヶ所、ふれあいサロン
容
18 ヵ所
⑤宅老所運営支援事業
宅老所の新規開設支援及び運営補助（1 ヵ所につき年 32 万円上限）、体力測定等
の出向き支援を行う。
＜実績＞宅老所数：14 団体 17 ヵ所（窪川 13 団体 16 ヵ所、十和 1 団体１ヵ所）利
用者数：実 248 人 延 6794 人
⑥高齢者運動自主グループ運営支援事業
運動自主グループの立ち上げ支援、運動を行うために必要な物品の貸し出し、体
力測定等の出向き支援を行う。
＜実績＞運動自主グループ数：17 ヵ所（窪川 13、大正 4）
新規開設 3 ヵ所（窪川 2、大正 1）
⑦介護予防・生活支援サポーター養成講習
介護予防に関する学習等の講習会を行い、地域で介護予防活動を支える人材を確
保する。
＜実績＞実施回数：1 回 参加者数：実 25 人
・教室で集中的に運動を継続することで、個人差はあるが身体機能の維持、改善の
効果がみられる。運動だけではなく、外出や交流、見守りの機会ともなっている。
７．事業の成果
・宅老所・運動自主グループは年 1～2 ヵ所増えてきており、住民が主体となった
介護予防の取り組みが徐々に広がってきている。また、宅老所ボランティアを行
い、地域で役割を持つことが自身の介護予防につながっている。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 健康福祉課
基本方針
２
生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
２．総合振興計画
政策目標
６
元気で安心して暮らせるまち
の位置付け
施 策 目 標 （14） 高齢者福祉の充実
３．事業名

介護予防・生活支援サービス事業

４．決算額

６３，０３３，３０４円
本事業は、介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）の一つ。

【総合事業の目的】
町が中心となり、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体の参画により多様な
サービス提供を充実させ、
地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等に対す
５．事業の目的及
る効果的かつ効率的な支援を行う。
び概要
【概要】
・従来の介護予防訪問介護、介護予防通所介護は、保険給付から本事業に移行。
・既存の介護事業所による既存のサービスに加え、民間企業、ＮＰＯなど地域の多
様な主体による多様なサービスの創出が求められている。
【対象者】
要支援認定者、事業対象者（基本チェックリストにより生活機能の低下がみら
れると判定された人）。
【サービス内容】
①訪問型サービス（現行の訪問介護に相当するものとそれ以外の多様なサービ
ス）：訪問介護相当サービスを実施。
＜実績＞ 利用者数：延 1,067 人
利用回数：延 7,039 回
②通所型サービス（現行の通所介護に相当するものとそれ以外の多様なサービ
ス）：通所介護相当サービスを実施。
６．事業の実施内
＜実績＞ 利用者数：延 1,479 人
利用回数：延 8,254 回
容
③その他の生活支援サービス（栄養改善を目的とした配食サービス、ボランテ
ィア等が行う見守り等）
：配食サービスを実施。
＜実績＞ 利用食数：15,465 食
④介護予防ケアマネジメント（上記のサービスが、利用者の心身の状況に応じ
て適切に提供されるよう、サービス計画書作成等専門的な視点から支援を行
う）
：地域包括支援センター直接実施のほか、居宅介護支援事業所への委託を行
った。
＜実績＞ 延 1,242 件
（内訳／包括本所 516 件、包括西部支所 241 件、委託 485 件）
・要支援者、事業対象者に対し、ニーズに合った日常生活上の支援を提供すること
で、介護の重度化を防ぎ（介護予防）、住み慣れた地域での生活が継続できるよう
にするための支援ができた。

７．事業の成果

＜課題＞
・現時点では、現行相当サービスのみの実施だが、専門的な支援を要しないケース
への住民ボランティアなどを活用した多様なサービスの実施については、生活
支援体制整備事業等において検討する。また、今後は通所サービスＣ実施により
介護予防の視点を強化し、認定率減少と適正なサービス利用を図る。
・慢性的なヘルパー不足であり、それを補うため配食サービスの利用が増大して
いる。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 健康福祉課
基本方針
２
２．総合振興計画
政策目標
６
の位置付け
施 策 目 標 （14）
３．事業名

生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
元気で安心して暮らせるまち
高齢者福祉の充実

包括的支援事業・任意事業

４．決算額

８７，４１８，１９４円

高齢者が住み慣れた地域で、安心してその人らしい生活を継続することができ
るように、介護サービスをはじめ、さまざまなサービスが高齢者のニーズ等に応じ
て、切れ目なく提供される必要がある(地域包括ケアの実現)。こうした高齢者の生
５．事業の目的及 活を支える役割を果たす総合機関として地域包括支援センターがあり、
「総合相談
び概要
支援業務」
「権利擁護業務」
「包括的・継続的ケアマネジメント支援業務」
「地域ケ
ア会議の充実」
「在宅医療・介護連携推進事業」
「認知症施策推進事業」
「生活支援
体制整備事業」等を実施する。

（１）総合相談支援業務
総合相談支援として、本人、家族、その他関係者からの相談に随時対応し、
必要な支援・サービスに繋いだり、関係機関と連携をとっている。
相談件数：延 1,832 件。
（２）権利擁護業務
高齢者虐待や成年後見について、高齢者権利擁護ネットワーク会議は総会
1 回、個別支援会議を 4 回開催した。また、介護専門職らを対象に「高齢者
虐待防止のための基本と権利擁護の視点」の研修を、一般住民対象に「相続
と遺言について」の個別相談会を各 1 回開催した。相談件数：権利擁護 実
24 件 高齢者虐待 実 9 件。 権利擁護ネットワーク会議を高齢者、障害者
合同で行うこととなった。
（３）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
多職種協働及び地域の関係機関との連携により、包括的・継続的ケアマネ
ジメントを実現するための後方支援を行う。
・ 四万十町ケアマネジャー連絡会 9 回開催（うち 2 回はサービス事業所と
６．事業の実施内
合同、うち 1 回は施設系ケアマネ対象） 延 293 人（うちケアマネ 195 人）
容
参加
・ 主任ケアマネジャー（町内に 15 人）連絡会 6 回開催
・ ケアマネジャーへの指導・支援：延 138 件 給付適正化に向けた居宅ケア
プラン点検、3 名に面談。困難事例への対応 実 27 人
（４）地域ケア会議
自立支援型地域ケア会議（高齢者の QOL 向上を目的に、個別事例を通して、
多職種からの意見を基に自立支援に資するケアプランへの修正や人材育成、地
域支援ネットワーク構築、地域課題の把握と解決を図る）を月 1 回開催。助言
者に薬剤師、管理栄養士、理学療法士、言語聴覚士(または歯科衛生士)と地
域包括支援センター3 職種が参加し、新規の要支援及び事業対象者で居宅サ
ービス利用希望者を対象に検討した。
（５）在宅医療・介護連携推進事業
切れ目のない在宅医療と介護の連携に向けて、窪川地域の入院機能を持つ医
療機関と「入退院調整ルール」を策定した。住民への啓発として、生活を支える
看護や介護予防などのテーマで各地域のサロン等で講話を行った。高幡管内市
町や地域包括支援センター運営協議会委員による検討会を開催し、課題等の協
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議を行った。
（６）生活支援体制整備事業
地域のニーズに応じて、多様な主体が参画し、必要とされるサービスの充実を
図ることで、高齢者への支援体制づくりを目指す。
第 1 層のコーディネーターとして窪川地域に１名新たに嘱託で採用し、前年
度からの大正・十和地域の 1 名と併せて 2 名配置。第 2 層協議体の設置に向け
て住民向けの「支え合いの地域づくりセミナー」を開催。参加者の中から協力者
を募り、意見交換、グループワークを経て第 2 層協議体として窪川地域、大正・
十和地域の 2 カ所で話し合いを進めている。
（７）任意事業（成年後見制度利用支援事業）
成年後見制度の利用にあたり、必要となる費用を負担することが困難である
者に対し、四万十町がその費用を助成する事業。平成 29 年度の町長申立てのケ
ースは 1 件で、申立費用は本人が負担。報酬助成の対象者は今年度 2 件でいず
れも後見人である司法書士に、裁判所が決定した報酬と四万十町の基準額との
差額を支出した。
※「認知症施策推進事業」については別途記載。
（１）総合相談支援業務：高齢者等の介護保険や在宅福祉に関する相談が多数
を占め、課題解決を図った。支援困難ケースについては必要に応じ関係者
とケース会議を行い、高齢者やその家族の生活改善に繋ぐことができた。
（２）権利擁護業務：成年後見などの相談も住民から徐々に寄せられており、
司法書士や弁護士による相談の機会も増えている。専門職向けの研修は多
くのケアマネや介護職の参加があり、在宅、施設も含めた虐待の基本的な
内容や、人権、尊厳を守る業務ということについて研修を行った。改めて
ケアに関わる職種の認識について学ぶことができた。
（３）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務：要介護者への支援の要となる
地域のケアマネジャーの後方支援として、町内の主任ケアマネジャーとも連
携をとり、個別支援やスキルアップを図ることができた。

７．事業の成果

（４）地域ケア会議：事例の個別課題を自立支援の観点から検討し、提出事例のマ
ネジメントの見直しができた。また、事例を通して地域の課題も抽出し、交流
の場の充実や外出支援、買い物支援の必要性等が挙げられた。国のモデル事業
（介護予防活動普及展開事業）に取り組み、保険者や主任ケアマネのスキルア
ップにつながった。
（５）在宅医療・介護連携推進事業：在宅医療・介護に関する課題の検討や退院時
に支援が必要な方の連携がスムーズにいくように入退院調整ルールを策
定することができた。居宅側から入院前の情報提供をすることで、医療機
関側は退院に向けての目標設定の参考になる。
（６）生活支援体制整備事業：住民向けの「支え合いの地域づくりセミナー」は窪
川、大正会場とも好評で第 1 層の協議体メンバーからの口コミで多くの参加
者があった。その参加者の中から協力者を募り、第 2 層協議体として窪川、大
正・十和の 2 カ所でスタートすることができた。行政主導ではなく、多様な主
体による自主的なメンバーであり、地域に対する意識も高い。助け合い活動の
創出に向けて協議を進めている。
（７）任意事業（成年後見制度利用支援事業）
：成年後見の町長申立てにおいて、
後見報酬を自己負担できないケースもある。報酬負担が困難な方が当該支援
事業を活用することで、後見人による必要な支援を受けることができる。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 健康福祉課
基本方針
２
２．総合振興計画
政策目標
６
の位置付け
施 策 目 標 （14）
３．事業名

生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
元気で安心して暮らせるまち
高齢者福祉の充実

認知症総合支援事業

４．決算額

５１２，２４２円

地域住民に対して、認知症の正しい知識や対応方法等について啓発し、認知症の
人や家族への理解の輪を広げていく。
認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし
５．事業の目的及
続けられるために、早期診断、初期対応に向けた支援体制を構築する。
び概要
認知症になった人が地域（在宅・施設）で安心して暮らせるように、専門職の認
知症ケアの質の向上を図る。
（１） 認知症家族の会（家族介護教室）
家族の会の開催・活動支援。窪川：自主活動後方支援。実施回数 12 回、実人
数 10 人、延人数 61 人。大正：自主活動化しているが、本年度実施していない。
十和：自主活動。
（２） 認知症の啓発活動
・社協と協働し、認知症サポーター養成講座を開催。実施回数 4 回（学校 2 回・
一般 1 回・企業 1 回）、参加者数 82 人（認知症サポーター新規 82 人）。
・認知症ミニサポーター養成講座：実施回数 3 回（一般 2 回・小学校 1 回）、
参加者数 69 人。
・認知症啓発活動事業検討会：実施回数 1 回
・認知症講演会：実施回数 1 回 参加者数 34 人
６．事業の実施内 （３）認知症ケアパス作成・普及事業
容
500 冊印刷製本。29 年度新たに社会資源が増えたこともあり、修正し印刷製
本した。民生委員協議会、関係機関、各種研修参加者等に配布。
（４）認知症初期集中支援チームの配置
認知症初期集中支援チーム員研修受講：2 人
認知症初期集中支援チーム検討委員会：1 回
チーム員会議：実施回数 6 回、実人数 4 人、延べ訪問回数 65 回
（５）認知症専門職研修
認知症ケアに携わる多職種協働研修：実施回数：1 回 参加者数 51 人
認知症ケア実践研修会 実施回数：1 回 参加者者数 61 人

７．事業の成果

・事業を通して認知症の啓発活動は続けているが、すぐに結果につながるもので
はないため、様々な機会を通じて繰り返し実施していくことが必要。
・認知症初期集中支援はＨ28 年に県のモデル事業を受け、Ｈ29 年度から事業開始
につながった。初期集中支援のケースは少なかったが、認知症に関する相談の多
くは総合相談として対応している。
・専門職研修は、医療・介護の多職種研修会を開催し、医師、歯科衛生士、薬剤師
等、顔を合わせることが少ない多職種で研修する機会をもつことができた。次年
度は事例検討会を実施するなど職員の認知症への理解、対応力を高めていく取
り組みを継続する。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 健康福祉課
基本方針
２
２．総合振興計画
政策目標
６
の位置付け
施 策 目 標 （14）
３．事業名

生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
元気で安心して暮らせるまち
高齢者福祉の充実

配食サービス事業
一般会計（高齢者）７，０５８，８００円
（障害者）
４５５，７００円
介護保険事業特別会計（総合事業）５，４１２，７５０円

４．決算額

○調理が困難な高齢者等に対して、食事を配達し、安否確認を行う。実際は、高齢
者本人の必要性に応じてケース会議もしくはケアマネジメントにより公費負担
での利用について決定している。
1 食 300 円～（自己負担）＋350 円（公費負担上限）
総合事業の対象者：介護予防（要支援・事業対象者）の認定を受けており、栄養
５．事業の目的及 状態の改善が必要な方もしくは身体上、精神上または環境上の理由により、調理や
買い物が困難で見守りや安否確認を兼ねた配食を必要とする方
び概要
一般会計：要介護認定もしくは障害を持つ方で、身体上、精神上または環境上の
理由により、調理が困難な方もしくはうつや認知症などにより訪問介護（ヘルパ
ー）での支援が困難な方

委託先

社会福祉法人 明成会（オイコニア）・(有)西宮物産（しまんと創庫）
しまんと町社会福祉協議会

○ 事業費
６．事業の実施内
容
延食数

一般会計 7,058,800 円（高齢者）
総合事業 5,412,750 円
窪川

十和

計

32,115

4,820

36,935

455,700 円（障害者）

食事の調理が困難な高齢者に対して、定期的に訪問して栄養バランスのとれた
食事を提供するとともに、訪問の際、その安否を確認し、健康状態に異常があった
場合には関係機関への連絡等を行うことにより、高齢者ができる限り在宅で自立
した生活を営むことを可能としている。

７．事業の成果

ヘルパー不足の影響から配食サービスの利用になるケースもあり、現在の委託
先事業所だけでは供給が困難となっている。今後は事業所の拡大が課題となって
いる。平成 29 年度から新たにしまんと創庫が参入し、一部大正地域の配達も対応
しているが、いずれの業者も配達手段がネックである。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 健康福祉課
基 本 方 針
２．総合振興計画
政 策 目 標
の位置付け
施 策 目 標
３．事業名

２

生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり

６

元気で安心して暮らせるまち

（14）

高齢者福祉の充実

低廉な高齢者生活支援住宅（金上野）管理運営事業

４．決算額

２，２１９，３５６円

高齢化がさらに進む今後、認知症高齢者やひとり暮らし高齢者が増加するなか、
介護や支援が必要となっても、高齢者が尊厳を保ちながら、住み慣れた地域で安
心して暮らし続けるためには、「住まい」「医療」「介護」「介護予防」及び「生活
支援」が、日常生活の場で一体的に提供できる体制（地域包括ケアシステム）を
５．事業の目的及 構築する必要がある。
び概要
その中でも特に高齢者の「住まい」の確保は重要で、自立した在宅生活を送る
ことが不安になってきた低額所得高齢者が、安心して暮らせるようにするため、
日常的な生活支援が提供される環境を整備し、低廉な家賃の住まいを提供する。

平成 29 年度には入居申請者は２名であった。申請書が提出されたのち入居者選
考委員会により審査を行い、２名とも入居することとなった。
【入居申請状況】
平成 28 年度
平成 29 年度
入居申請者数
４
２
入居決定者数
３
２
退去者数
０
２
年度末入居者数
３
３
６．事業の実施内
容

【管理費の状況】
住宅管理運営委託料
1,456,000 円
備品購入費（据置倉庫） 190,000 円
作業賃金
26,000 円
消耗品費
38,813 円
光熱水費
193,443 円
警備業務委託料
259,200 円
浄化槽法定検査手数料
8,000 円
【家賃等の収納状況】

７．事業の成果

入居者選考委員報酬 45,000 円
費用弁償 2,900 円

歳出合計

2,219,356 円

967,679 円（未収金なし）

農林水産業を中心とした産業で発展してきた本町で生活する多くの高齢者は、
国民年金受給者である。特に家族などからの生活援助が受けられない高齢者にお
いては、軽費老人ホーム（ケアハウス）や有料老人ホーム、サービス付き高齢者
向け住宅などの利用は費用的に極めて困難な状況にあるが、この高齢者生活支援
住宅は、自立した在宅生活を送ることできる心身状態であれば、所得が少ない高
齢者であっても利用できる住宅となっている。
平成 28 年度に完成した、この住宅は平成 28 年度４件の入居申込があり３名の
入居決定を行った。平成 29 年度においては２件の入居申込があり、２名とも入居
したものの、それぞれの理由により退居となり入居者の増になっていないが、今
後も低所得高齢者の為の住まいとして運営を継続していく。

43

平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 農林水産課
基本方針
１
２．総合振興計画
政策目標
１
の位置付け
施 策 目 標 （１）
３．事業名

挑戦し続ける産業づくり
特色ある農林水産業を生かすまち
農畜産業の振興

新規就農者定着促進事業

４．決算額

１７，７５０，０００円

【目的】
次代の農業を担う青年等就農者確保のため、農業後継者及び就農希望者の相談
対応から就農後のフォローアップまで一体となった支援を行い、地域の担い手と
５．事業の目的及 して定着させ、本町の農業振興の活性化を図る。
び概要
【概要】
就農相談、就農前の専門農家での研修支援、経営不安定な就農初期の給付金の支
援、経営安定化に向けた営農指導支援を行う。
【取組】
○7月の区長文書全戸配布、町ＨＰ等で補助事業の周知（相談21件、申請7件）
○各事業の面接審査の実施（壮年就農給付金 1 名、農業後継者 5 名）
○給付金受給者就農状況の確認（年 2 回）
○給付金の支払い事務
○就農相談会(8 月・1 月)、個別就農相談への対応
○就農定着に向けた支援 (受入農家、担い手協議会等町内の関係機関)
○農業人フェアへの参加（新規就農者確保への取り組み）
【決算】
○新規就農推進事業
親元就農応援区分補助金
[19 節]
1,200,000 円
○農業次世代人材投資事業（経営開始型）
消耗品費
[11 節]
30,000 円
６．事業の実施内
通信運搬費
[12 節]
20,000 円
容
給付金
[19 節] 10,500,000 円
（継続 150 万円×6 名＋75 万円×2 名）
○壮年就農給付金 [19 節]
1,500,000 円(150 万円×1 名)
○農業後継者支援給付金 [19 節]
4,500,000 円
(新規 100 万円×4 名、50 万円×1 名)
【財源】
・新規就農推進事業 親元就農応援区分補助金（補助率：県 1/2・町 1/2）
県補助金 600,000 円
・青年就農給付金(経営開始型)（補助率：国 10/10）県補助金(間接)10,550,000 円
・壮年就農給付金 1,500,000 円、農業後継者支援給付金 4,500,000 円については、
過疎地域自立促進特別事業の基金繰入金を充当した。

７．事業の成果

事業目的を達成するため、国・県事業の対象とならない農業後継者や 45 歳以上
の新規就農者に対して、過疎地域自立促進特別事業を活用し、町独自の支援策とし
て、壮年就農給付金と農業後継者支援給付金事業を実施している。
受入農家による専門的な実践研修や関係機関のサポート、就農初期の給付金支
援等により、
「就農への不安解消と就農意欲の向上、スムーズな就農」が図られて
おり、事業効果は高く、年度により事業活用にばらつきはあるが、事業実施以降、
新規就農者の数が増加しており、新規就農者確保としての成果が見られる。
また、経営体の法人化や次世代園芸施設団地の取組等により、雇用就農者が増加
しており、今後も増加が見込まれる。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 農林水産課
基本方針
１
２．総合振興計画
政策目標
１
の位置付け
施 策 目 標 （１）
３．事業名

挑戦し続ける産業づくり
特色ある農林水産業を生かすまち
農畜産業の振興

マーケティング戦略等調査研究事業

４．決算額

２，０００，０００円

【目 的】
地産外商を促進するため、これまで分析ができていなかった地域産品の成分に
ついて科学的な検証を行い、その結果をブランド化戦略の構築に役立てることを
目的とする。
５．事業の目的及 【概 要】
び概要
官学一体の取組（高知大学インサイド・コミュニティ・システム化事業）を導入
して、生姜等の特産品の味及び機能性成分の分析、分析結果の実装支援、地域産品
のブランド力向上に向けた予備調査等を行った。
【平成２９年度実績】
１．商品開発・販売促進活動に向けた分析及び分析相談
四万十町産の農産物（米・生姜）について、味や風味等を他の産地や品種と比
較して分析し、消費者に評価されるポイントについて推察した。
２．分析結果の実装支援
四万十町産生姜の味分析結果を、ネットショップの専門家の指導の下、JA 四
万十が運営するネットショップの商品に実装した。
３．地域産品のブランド力向上に向けた予備調査
栗及び米について研究事例を調査し、結果を取りまとめた。また、栗の糖度分
６．事業の実施内
析や生姜の病気及び病気対策について研究事例を調査し、地域産品のブランド
容
化に向けた検討材料とした。
【決算】
[１３節] マーケティング戦略等調査研究委託料
[１３] 2,000,000 円
【財源】
一般財源 2,000,000 円

【効果】
本事業では、平成 26 年度からの継続事業として、主に四万十町産生姜を対象と
した機能性成分や味バランスの分析を行い、四万十町産の生姜等の特徴を科学的
に評価し、視覚化することに成功した。これまで生姜等を多方面から分析した例は
なく、機能性表示についての重要な知見であることに留まらず、今後の四万十町産
生姜等の販売促進活動や PR 活動の方針を検討していく上で有効な材料となった。
７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 農林水産課
基本方針
１
挑戦し続ける産業づくり
２．総合振興計画
政策目標
２
新たな地域ブランドで活力あるまち
の位置付け
施 策 目 標 （３） 多様な産業の展開
３．事業名

鶏卵加工施設整備事業

４．決算額

４９，９８７，０００円

多様化する顧客ニーズへの対応や、さらなる販路拡大を図るため、スイーツの製
造能力強化や、自社鶏卵や地場産品を活用した加工品（惣菜等）を製造することが
できる加工施設を整備することが目的。
なお、当事業は高知県産業振興計画の高幡地域アクションプラン（四万十町産鶏
５．事業の目的及 卵を使用した加工品の生産拡大）に位置付けられており、事業を実施することで所
び概要
得向上や雇用創出をはじめ、地域の産業・経済の活性化に大きく寄与するものと期
待されるため、産業推進総合支援事業により支援するものである。

地産地商・外商戦略の展開として、需要増に対応する製造能力を確保するととも
に、県版 HACCP の認証取得を目指し、今後求められる衛生レベルに対応した施設
として整備した。
【事業実施主体】 株式会社 ぶらうん
【事業内容】 鶏卵加工施設の整備（鉄骨造２階建、コンテナ移設・改修等）
６．事業の実施内 【決算】産業振興推進総合支援事業費補助金
容
[１９節] ４９，９８７，０００円
【財源】県補助金 ４９，９８７，０００円

課題となっていたスイーツの製造能力強化や、惣菜の製造体制整備を目的とし
た加工施設が整備されたことで、これまで対応できなかったスイーツの大口受注
対応や、新事業として惣菜部門が展開できるようになったことにより、さらなる販
路拡大が見込めるようになった。
また、衛生レベルの高い加工施設を新設したことで、商品の付加価値向上や新た
な雇用の創出を図ることができた。

７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 農林水産課
基本方針
１
２．総合振興計画
政策目標
１
の位置付け
施 策 目 標 （１）
３．事業名

挑戦し続ける産業づくり
特色ある農林水産業を生かすまち
農畜産業の振興

集落営農支援事業

４．決算額

２６，５０１，６４０円

【目的】
中山間地域における農家所得の向上を図るため、機械等の共同化による生産コ
ストの低減や、農作業の効率化により規模拡大を目指すとともに、組織化や農作業
の共同化によって、多様な担い手を確保し中山間地域の農業を担っていく組織を
育成する。
【概要】
５．事業の目的及
集落営農組織等が事業主体となり実施する、共同利用機械整備等に対し補助を
び概要
行い、効率的な農作業の実践、機械の共同利用の促進、農家の所得向上等を図り、
地域の実情に応じた持続的な農業集落を確立する。
また、集落営農に関心のある集落や既存営農組織を対象に、集落営農の先進地視
察や研修を通し、集落営農の必要性と組合員の意識啓発を図り、本町における集落
営農への取組み強化を進める。
７組織１４件の農業用機械・施設整備事業に対して補助金を交付した。
また、先進地視察研修を２回実施した。
１１月２８日・２９日 ： ７組織１９名参加
３月１５日
： ６組織１８名参加
【決算】
[ 8 節] 視察先謝金
70,000 円
６．事業の実施内
[ 9 節] 研修旅費
36,000 円
容
[14 節] 視察研修バス借上費
445,640 円
[19 節] 農業機械等補助金
25,950,000 円
【財源】
県 補 助 金 ：23,916,000 円
一 般 財 源 ： 2,585,640 円
既存組織の組織力強化により、地域の農地の管理を組織で行い、耕作放棄地の発
生を未然に防止するとともに、地域住民も含めた活動により地域活力が高まり、集
落営農の推進及び持続的な農業経営を行うための基盤が確保できた。

７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 農林水産課
基本方針
１
２．総合振興計画
政策目標
１
の位置付け
施 策 目 標 （１）
３．事業名

挑戦し続ける産業づくり
特色ある農林水産業を生かすまち
農畜産業の振興

農地集積交付金事業

４．決算額

１４，２０９，７９９円

【目的】 農地中間管理機構による農地の出し手と受け手の調整を行うことによ
り、担い手への農地集積の円滑化を図る。
【概要】 農地中間管理機構に農地を貸付け農地集積に協力する者等に対して農
地集積交付金（地域集積協力金、経営転換協力金、耕作者集積協力金）を交付する。
５．事業の目的及 ・地域集積協力金 集積率 ２０％以上５０％未満
１５，０００円／１０ａ
び概要
５０％以上８０％未満
２１，０００円／１０ａ
８０％以上
２７，０００円／１０ａ
・経営転換協力金
２５，０００円／１０ａ
・耕作者集積協力金
１０，０００円／１０ａ
町は、農地中間管理機構業務委託の一部について、農地中間管理機構である公益
財団法人高知県農業公社と業務委託契約書を締結し、農地中間管理事業を効率的
かつ円滑に推進するため、中間管理権が設定された申請書類、報告書類等の作成支
援や実施内容の確認等を行うとともに、農地集積交付金の対象者に対して交付金
を交付した。
【平成２９年度実績】
〇出し手人数、利用権設定面積
・出し手
１１２人
・面積
３７４，７２３㎡
〇協力金交付実績
６．事業の実施内
・地域集積協力金
６集落
２２．９７ｈａ
３，４４１，０００円
容
・経営転換協力金
５０戸
５，８９０，０００円
・耕作者集積協力金
６２戸
１，３３５，０００円
【決算】
［ ４節］
３３８，６４５円
［ ７節］ ２，１０８，０８３円
［１１節］
２２８，０７１円
［１２節］
６９，０００円
［１９節］１０，６６６，０００円
［２３節］
８００，０００円
【財源】
県補助金（間接）１２，０１７，０００円
国
１２，０１７，０００円
業務受託収入
１，３００，０００円 返還金
８００，０００円
一般財源 ９２，７９９円

７．事業の成果

農業者の高齢化や相続により農業を営めなくなった農地を、中間管理機構を通
じ、担い手へと貸付けを行うことにより、農地の保全に留まらず農業の中心経営体
の経営規模拡大につながった。また、地域での農地の流動化にも寄与された。
平成２６年度より当事業を活用し農地の担い手等へ配分された面積は、平成２
９年度末で約１４７ｈａとなり、うち集落等で農地の集積が行われたの地区は８
地区となり、その面積約約８４ｈａとなっている

出し手（人）
利用権設定面積
（㎡）

平成２８年度迄
１９８
１，０９５，９３４

48

平成２９年度
１１２
３７４，７２３

計
３１０
１，４７０，６５７

平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 農林水産課
基本方針
１
２．総合振興計画
政策目標
１
の位置付け
施 策 目 標 （１）
３．事業名

挑戦し続ける産業づくり
特色ある農林水産業を生かすまち
農畜産業の振興

複合経営拠点支援事業

４．決算額

４３，４２３，７２０円

地域農業の核となる広域的な法人経営体が、中山間地域の農業を支え、競争力を
高める仕組みである中山間農業複合経営拠点の整備に取り組むもの、併せて、高収
５．事業の目的及 益の施設園芸や中山間地域に適した農産物の生産を行う等の「稼ぐ取組」と新規就
農者の研修事業や庭先集荷、農作業の受託等の「支える取組」を複合経営し、複合
び概要
経営拠点となるために必要な農業用機械・施設整備等の支援を行う。
（一社）四万十農産
ライスセンター整備
補助金 32,083,000 円
農業用機械 5 件
補助金 1,850,000 円
経営発展支援（ソフト）補助金
498,000 円
（一社）しまんと農楽里
育苗施設整備

６．事業の実施内
容

先進地視察研修を実施
１１月１６日・１７日

補助金 8,311,000 円
事業費 601,720 円
： ３組織２８名参加

【決算】
[ 8 節] 視察先謝金
[ 9 節] 研修旅費
[14 節] 視察研修バス借上費
[19 節] 農業機械・施設補助金

40,000 円
80,000 円
561,720 円
42,742,000 円

【財源】
県 補 助 金：39,003,000 円
一 般 財 源 ： 4,420,720 円
各拠点が農業用機械・施設を整備したことにより、
「稼ぐ取組」と「支える取組」
の複合経営を実施していくための体制整備ができた。
また、県のソフト事業を活用し、経営コンサルタントによる経営発展支援や視察
研修を行い、今後の組織の運営方法や方向性を決定することができた。

７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 農林水産課
基本方針
１
２．総合振興計画
政策目標
１
の位置付け
施 策 目 標 （１）
３．事業名

挑戦し続ける産業づくり
特色ある農林水産業を生かすまち
農畜産業の振興

畜産競争力強化整備事業（２８年度繰越事業）

４．決算額

６６，９７８，０００円

畜産業の競争力強化を図るため、地域の中心的な畜産経営体等に対し、生産基盤
の機能強化や衛生管理体制を向上させた家畜飼養管理施設を整備し、生産される
畜産物の付加価値を高めることが目的。
なお、今回の四万十ポーク関連事業については、高知県産業振興計画の高幡地域
５．事業の目的及
アクションプラン（四万十のうまい豚プロジェクト）に位置付けられており、事業
び概要
の実施によって、TPP 協定の影響に打ち勝つためにも有効であると考えられため、
国費対応分も含め支援するものである。

養豚農家等で構成される「四万十ポークブランド推進協議会」が作成した地域計
画に基づく増産体制を確保するため、必要な施設改修等を行った。
【事業実施主体】 四万十ポークブランド推進協議会
【取組主体】
農事組合法人 平野協同畜産
【対象畜種】
養豚
分娩舎、繁殖舎の新設及び既存施設の補改修
６．事業の実施内 【事業内容】
【決算】 畜産競争力強化整備事業費補助金
容
[１９節] ６６，９７８，０００円
【財源】 県補助金 ６６，９７８，０００円
（うち、国補助金 ５０，２３２，０００円）

分娩舎、繁殖舎の新築工事及び既存施設の補改修工事を行ったことにより、増頭
に向けた生産基盤の強化を図ることができた。
また、ピッグフローや衛生管理体制が改善したことにより、県内初の農場 HACCP
推進農場の認定を取得することができ、安心・安全な豚肉を生産する農場として四
万十ポークブランドの付加価値を高めることができた。
なお、当該事業の実施によって生産基盤が充実したため、四万十ポークの知名度
アップや雇用を促進することにより、地域経済の好循環へと発展することも期待
できる。
７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 農林水産課
基本方針
１
２．総合振興計画
政策目標
１
の位置付け
施 策 目 標 （２）
３．事業名

挑戦し続ける産業づくり
特色ある農林水産業を生かすまち
林業・水産業の振興

水産多面的機能発揮対策事業

４．決算額

５．事業の目的及
び概要

１，５１８，０００円
国が定める水産多面的機能発揮対策交付金実施要領等に基づき、水産資源の保
全活動及び漁村文化の継承活動を実施する地域団体に対し、高知県環境生態系保
全活動地域協議会を通じて交付金を交付する。

【藻場の保全】
〔志和地区〕 協定面積９．２ｈａ
（食害生物の除去（ウニ類・魚類）
、母藻の設置、モニタリング）
交付金 ３，６８０，０００円
（国 2,576,000 円、県 300,000 円、町 804,000 円）
〔興津地区〕 協定面積６．７ｈａ
（食害生物の除去（ウニ類）、母藻の設置、モニタリング）
交付金 ２，６８０，０００円
６．事業の実施内
（国 1,876,000 円、県 300,000 円、町 504,000 円）
容
【四万十川流域の環境保全】
〔川 漁〕 協定面積３６．１７ｈａ
（河川清掃活動、モニタリング）
交付金 １，４００，０００円
（国 980,000 円、県 210,000 円、町 210,000 円）

藻場の保全活動に関しては、母藻の設置や食害生物の除去等行った結果、前年度
と比べてテングサ類などの多数の藻の生育が確認でき、水産資源の保全・回復へ向
けて少しずつ成果は上がってきている。
四万十川流域の環境保全に関しては、河川沿いのゴミの撤去や草刈り等の河川
清掃や、モニタリング調査による水生生物の現状把握を行ったことで、内水面の生
態系の維持・保全・改善に努めた。

７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 農林水産課
基本方針
１
２．総合振興計画
政策目標
１
の位置付け
施 策 目 標 （２）
３．事業名

挑戦し続ける産業づくり
特色ある農林水産業を生かすまち
林業・水産業の振興

自伐林業者等育成支援事業

４．決算額

６，９３７，９９８円
【目的】
森林整備の促進による原木生産拡大や未利用材など木質バイオマス資源の有効
活用に向けて森林所有者、地域組織及び小規模林業を実践する方を対象に、森林整
備に必要な林業機械レンタルや購入の費用、間伐や作業道開設に対して支援する。
また林業を実践するうえで必要な知識や資格取得のための講習会等を実施す
る。

５．事業の目的及
び概要
【概要】
〇森林組合委託による各種学科・技能講習の実施
〇林業機械（ユンボ、林内作業車、ダンプトラック等）のレンタル費用への支援
〇林業機械の購入に対する支援（補助率 1/2 以内）
〇間伐や作業道開設に対する支援（定額）

〇自伐林業者育成研修委託事業
森林組合による刈払機やチェンソー、小型車両運転技術講習や伐採等現地指導
を実施。
・H29 参加者 25 名（講習会参加延べ 54 名）
〇補助対象事業
・林業機械レンタル（ダンプトラック）
・林業機械購入（林内作業車、ユニック車、バックホウ、ブレーカー、ウィンチ、
チェンソー）
６．事業の実施内 ・作業道開設事業 1,300ⅿ（3 件）
容
【決算】歳出内訳
［１３節］１，６８０，０９８円
［１９節］５，２５７，９００円
【財源】
ふるさと支援基金繰入金
一般財源

６，８００，０００円
１３７，９９８円

初心者向けの講習や専門的な技術講習、資格の取得が可能であり、ニーズに合っ
た研修と実践のための補助を行うことで参加者からの情報拡散、森林所有者によ
る「自伐林家」への意識の醸成につながっている。
７．事業の成果

〇貯木場等への自伐林業者木材搬出量
H27：650 ㎥ H28：790 ㎥ H29：1,160 ㎥ と増加している。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 農林水産課
基本方針
１
２．総合振興計画
政策目標
１
の位置付け
施 策 目 標 （１）
３．事業名

挑戦し続ける産業づくり
特色ある農林水産業を生かすまち
農畜産業の振興

鳥獣被害対策事業

４．決算額

３２，７０２，４９５円

深刻化・広域化している野生鳥獣による農林水産業の被害抑制を図るため、四万
５．事業の目的及 十町鳥獣被害防止計画に基づき、農林業者、狩猟者、関係団体と伴に、捕獲、防除、
び概要
狩猟者の確保等の被害防止対策を行う。

〇捕獲対策
・捕獲報償金支払
イノシシ 1,585 頭 シカ 1,365 頭 サル 6 頭 カワウ 27 羽
・くくりわな購入補助
26 人 88 基
〇防除対策
・侵入防止柵の補助
金網柵 12,382ｍ 電気柵 500ｍ ネット柵 250ｍ
〇狩猟者確保
・狩猟免許取得費、初心者講習会及び銃射撃教習受講料の補助
13 人（銃 4 人、わな 9 人）
６．事業の実施内
【決算】歳出内訳
容
［１節］
２，０３０，０７３円
［７節］
３０１，４８０円
［８節］ ２３，４２５，０００円
［９節］
４，７７０円
［１１節］
１９，３３２円
［１９節］ ６，９２１，８４０円
【財源】
県
ふるさと支援基金繰入金
一般財源

７．事業の成果

２，６３４，８４０円
３０，０００，０００円
６７，６５５円

捕獲対策を行うことで、イノシシ・シカを見かけることがなくなったという意見
や被害が減ったという意見もある。また、狩猟免許取得費等の補助を行うことで新
たに 13 名の狩猟者を確保することができた。
侵入防止柵の設置については、要望は随時受付けているが県補助金を活用して
いるため、すぐに対応できない現状にある。要望があればすぐに対応できるよう検
討していくことが必要である。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） にぎわい創出課
基本方針
１
２．総合振興計画
政策目標
３
の位置付け
施 策 目 標 （６）
３．事業名

挑戦し続ける産業づくり
本物のおもてなしがあるまち
交流の促進

地域おこし協力隊推進事業

４．決算額

８２，７０１，９８５円

人口減少や高齢化等の進行が著しいなか、地域外の人材を積極的に誘致し、
その定住、定着を図るために、総務省の地域おこし協力隊推進要綱に基づき実
５．事業の目的及 施するもの。
び概要
隊員の要件は、生活の拠点が３大都市圏をはじめとする都市地域等から、住
民票を事業実施市町村へ移すこととされている。
【平成２４年度から２８年度】
□平成２４年度採用（ ２名）
□平成２５年度採用（ ３名）
□平成２６年度採用（ ３名）
□平成２７年度採用（ ８名）
□平成２８年度採用（１０名）
【平成２９年度】
□平成２９年度採用（ ９名）
最終的に２１名の方から応募があり、新しい取り組みである『松葉川温泉を
６．事業の実施内
中心とした観光振興』を含め、９名の隊員を採用した。
容
【平成３０年度の採用募集に向けた取り組み】
次の点を活動テーマに、町ホームページや県外説明会等の実施により４
名の隊員募集を行い、最終的に７名の方から応募があった。その後、一次
選考・二次選考を経て、４名の隊員の採用を決定した。
①窪川地域／太平洋に面した沿岸地域の観光振興
②窪川地域／町内を循環する観光の仕組みづくり
③十和地域／椎茸生産の振興（２名）

平成２９年度までの６年間で３５名を採用した。これまでに２１名が卒業し、
１６名が定着。隊員の家族も含めて５４名の人口の増加に繋がっている。
隊員個人としては、それぞれが地域内で必要な人材として育ちつつあり、目的と
している若い世代の移住による地域の活性化につながっている。
今後も、移住施策の一環として、制度の積極的な活用を進めていく。
７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） にぎわい創出課
基本方針
１
２．総合振興計画
政策目標
２
の位置付け
施 策 目 標 （３）
３．事業名
４．決算額

挑戦し続ける産業づくり
新たな地域ブランドで活力あるまち
多様な産業の展開

ふるさと支援推進事業
１，２７０，８６８，６１１円（寄付金受入額）
６６６，２６３，０７５円（事業費）
８３５，５００，０００円（基金充当額 過去の寄附金が原資）

応援したい地方自治体への寄付を通じて地方創生に参加できる制度という趣旨
を踏まえ、四万十町ふるさと支援寄附条例（平成２８年３月１８日施行）及び同
施行規則（平成２８年３月３１日施行）に基づき、事業を実施している。
５．事業の目的及
平成２９年度は更なる寄附金の獲得と地域産品のＰＲ、返礼品の送付による町
び概要
内生産者の売上向上も目標として、生産者のスキルアップや四万十町のファンを
増やす取組等に対して積極的に研修等を行った。

平成２９年度は、主力のポータルサイトである「ふるさとチョイス」
、高額所得
者向けサービスを有する「ふるなび」に加えて特設サイトも開設し、寄付金の窓口
を増やすことにより、より多くの寄付者を募れる体制を整備した。
また、寄付者（額）を増やすための取組として WEB サイトの運営、分析、広告と、
サイト内のページ制作手法を習得するための研修を行うとともに、リピーターを増
やすことを目的とした取り組みとして、同梱物の作成、メルマガ研修等を行った。
【具体的な取組】

６．事業の実施内
容

７．事業の成果

① 寄附者等へのお礼状の送付、故郷新聞の送付による町の情報発信
② 代表者会の開催（年６回開催）
全体の方向性を協議
③ 推進企画業務（町からの委託事業）
・WEB マスター研修
・魅力の伝わるページ制作研修
・同梱チラシ研修 → ファンを増やす取り組み
・プレスリリース研修
④ リスティング広告の実施
年末及び年始にリスティング広告（検索エンジン（yahoo 等）でユーザーが
キーワード検索した時に、その結果に連動して広告が表示されること）を掲
示し、ふるさと納税を希望する方へ四万十町を強くアピールした。

平成２９寄附金総額：1,270,868,611 円(平成 28 年度：1,279,165,466 円)
平成２９年度寄附件数：79,751 件（平成 28 年度：79,759 件）
平成２９年度寄附金活用額：835,500,000 円（平成 28 年度：830,400,000 円）
［寄附金活用事業］
四万十町ふるさと支援寄附条例の第 2 条第 1 項の各号に該当する事業について、
寄附金（基金）を財源の一部として実施している。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） にぎわい創出課
基本方針
１
２．総合振興計画
政策目標
３
の位置付け
施 策 目 標 （６）
３．事業名

挑戦し続ける産業づくり
本物のおもてなしがあるまち
交流の促進

移住定住促進事業

４．決算額

１２５，２２８，４５３円

人口減少社会が到来し、本町においても年間約 300 名の人口が減少しているこ
５．事業の目的及 とから、移住定住施策の推進を図ることにより、人口減少を抑制し、地域や集落の
び概要
維持、活性化を目指す。
【にぎわい創出課】
□中間管理住宅整備事業（21,025,540 円）
平成 28 年度末までに 12 件の整備を行い、平成 29 年度は窪川 3 件(川奥・本堂・
弘見）、大正 1 件(大正)、十和１件（久保川）の中間管理住宅を整備した。
※一部平成 30 年度に繰り越し
□移住定住促進住宅整備事業（23,038,960 円）
購入した旧県職員住宅を改修し、移住定住促進住宅を 5 戸整備した。
□短期滞在型宿泊施設整備事業（37,762,200 円）
購入した旧県職員住宅を改修し、短期滞在型宿泊施設を整備した。
□その他（6,105,753 円）
・ケーブルネットワーク加入金等移住者支援補助金（2 件）
・移住促進家賃支援事業補助金（14 件）
６．事業の実施内
・四万十町移住体験ツアー助成金（7 件）
容
・移住相談窓口の運営、相談対応（相談件数：227 件）
・移住希望者への情報発信（町ＨＰ等） 等
【建設課】
□若者定住促進支援事業補助金（25,000,000 円）
新たに住宅を取得または新築する 40 歳以下の者(25 件)に補助金を交付した。
□家族支え合い居住支援事業補助金（5,000,000 円）
2 世帯以上で居住するために住居の改修を行った者(5 件)に補助金を交付した。
□空き家活用事業費補助金（7,296,000 円）
住宅確保を図るため所有者が実施する空き家の改修に要する費用(4 件)の一部
を補助した。
移住希望者にとって、四万十町が移住の候補地となるためのＰＲを積極的に行
うとともに、移住者を受け入れるうえで必要な住宅を一定確保できたことから、平
成 29 年度の移住者数は、125 組 190 人(平成 28 年度：46 組 73 人)となっており、
総合戦略で掲げる目標数値（20 組 40 人）を上回る成果をおさめることができた。
また、中間管理住宅は移住希望者だけでなく、四万十町に住む定住希望者の受け
皿として活用することにより、町外への流出を防ぐことができた。
７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） にぎわい創出課
基本方針
１
２．総合振興計画
政策目標
２
の位置付け
施 策 目 標 （４）
３．事業名

挑戦し続ける産業づくり
新たな地域ブランドで活力あるまち
雇用の促進

四万十町雇用創出事業

４．決算額

１３，６７５，０００円

地域雇用推進事業については、四万十町内の雇用機会の創出のため、平成 23 年
度より実施している事業で、町内に事業所を有する企業等の創意工夫による継続
的な雇用創出のために実施する事業に対し、人件費等を補助する。
平成 29 年度からの平成 32 年度までの新規事業（社員研修促進事業）として、
５．事業の目的及 町の将来を担う若者（40 歳以下）が社会の一員として活躍できるよう、職業能力
び概要
の開発・向上及び職業経験の不足の解消を図り、雇用の安定を促進するため、町内
に事業所を置く法人等が実施する正社員等の若者を対象とした研修等に対し補助
する。
○地域雇用推進事業（補助率１／３） 実施事業数：３件
【（株）NIC 四万十コンタクトセンター】
総事業費：２３，７０１，２８９円
補助額：７，９００，０００円
新規雇用人数：１０人
【四万十とまと株式会社】
総事業費：１３，５８６，２０１円
補助額：４，５２８，０００円
新規雇用人数：５人
【四万十生産有限会社】
６．事業の実施内
総事業費：２，２４３，７５３円
容
補助額：７４７，０００円
新規雇用人数：１人
○社員研修促進事業（対象経費全額補助：年間 50 万円上限）実施事業数：１件
【株式会社 彦市】
総事業費：５４０，０００円
補助額：５００，０００円
事業区分：研修等計画作成経費補助事業

７．事業の成果

地域雇用推進事業については、企業によって規模拡大や新事業を展開するうえ
で、雇用経費の支援を受けられることにより安定的な事業経営につながる。また、
１６名の継続的な雇用の創出ができた。
社員研修促進事業については、1 件の企業に対し研修計画策定に係る費用を支援
することで、職員の能力向上に向けた課題の認識や課題解決のための研修計画が
策定された。今後はこの研修計画に基づいた研修を実施することにより、企業目標
や担当業務の重要性の認識など職員の能力向上による安定的な事業経営につなが
ることが見込まれる。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） にぎわい創出課
基本方針

１

２．総合振興計画 政 策 目 標
２
の位置付け
（３）
施策目標
（４）
３．事業名

挑戦し続ける産業づくり
新たな地域ブランドで活力あるまち
多様な産業の展開
雇用の促進

四万十町コールセンター等立地促進事業費補助金

４．決算額

６，４９２，０００円
将来的に成長が期待できる新分野であるコールセンターに対し、新たな受注獲
得に向けた社員の能力向上、設備設置等に係る費用を支援。
事業主体：（株）ＮＩＣ四万十コンタクトセンター
補助金額（補助率）：６，４９２，０００円（１／２以内）
補助対象経費：家賃、通信機材リース、人材育成経費

５．事業の目的及
び概要

（株）ＮＩＣ四万十コンタクトセンターが安定的に経営され、雇用が確保される
よう補助を行う。

６．事業の実施内
容

事業実施期間：平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日
補助対象経費：１３，３３４，０００円
（内訳）
家賃：８２８，０００円
通信機材リース：１，６５６，０００円
（サーバ、ルータ、電話機、ヘッドセット等）
人材育成経費：１０，８５０，０００円
（ＯＪＴにかかる東京からの講師派遣経費）

※平成３０年３月３１日現在の雇用者数：４０名

７．事業の成果

稼働から２年が経過し、コールセンターの総売上高（受注額）は、ほぼ計画通り
に伸びており、平成３０年度には土佐市にも進出。
講師の派遣により人材育成を継続的に実施している成果から、クライアントか
らも非常に良好な感触を得ている状況にある。
全国的な景況感の回復などから、依然人手不足の状態となっているが、人員が増
加できれば売上及び収益の増加が図られる見込みである。
新規求人募集は継続しており、事業の目的である産業の発展及び強化並びに安
定的な雇用の確保につながっている。
秋には、高知県内誘致企業雇用者１，０００人達成キャンペーンに参加し、職場
説明・見学会を開催し、新たな雇用につなげることができた。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） にぎわい創出課
基本方針

１

挑戦し続ける産業づくり

２
２．総合振興計画 政 策 目 標
３
の位置付け
（３）
施 策 目 標 （４）
（５）
３．事業名

新たな地域ブランドで活力あるまち
本物のおもてなしがあるまち
多様な産業の展開
雇用の促進
商工業の振興

商工業振興助成事業

４．決算額

１２，２７７，３００円

本町における商工業の育成、従業員の福祉向上、雇用の安定及び企業立地の促進を
図るため、四万十町商工業振興条例の規定に基づく助成金により、町内商工業者の
５．事業の目的及 支援を行う。
び概要

対象助成金の事業種類

交付助成金額（円）

件数

①空き店舗改修費

３４６，０００

１

②地代・家賃補助

１，１４５，０００

６

(8)販路拡大・技術向上事業

１，５５７，０００

４

(10)技術開発・研究開発、起業・創業活動事業

２，５２７，０００

３

(11)重点分野支援事業

６，７０２，３００

４

(3)空き店舗活用事業

６．事業の実施内
容

合

計

１２，２７７，３００

１８

商店街の空洞化が続いているなか、空き店舗活用事業により士業事務所の開業
支援や小売店の家賃支援を行い、空き店舗の増加に歯止めをかけることができた。
また、販路拡大・技術向上事業及び起業・創業活動事業、重点分野支援事業では、
宿泊所の少ない地域においてゲストハウスの開設支援、既存事業者の新商品開発
にかかる機材などの支援、顧客の高齢化を見据えた店舗改修などの支援を行った。

７．事業の成果

平成２８年１月１３日に四万十町の創業支援計画が国の認定を受けており、起
業・創業の推進と国の有利な施策を受けられるように商工会との連携を図ってい
る。
（ワンストップ相談窓口、潜在的創業希望者の掘り起こしを目的とした創業ス
クールなど）
今後は、重点分野支援事業に含まれている固定資産税の補充については「企業立
地」として別条例を策定。（３０年４月１日より施行）
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） にぎわい創出課
基本方針

１

２
２．総合振興計画 政 策 目 標
３
の位置付け
（３）
施 策 目 標 （４）
（５）
３．事業名

挑戦し続ける産業づくり
新たな地域ブランドで活力あるまち
本物のおもてなしがあるまち
多様な産業の展開
雇用の促進
商工業の振興

商工会育成補助金

４．決算額

１０，７０６，０００円
商工業の振興を図る目的で、四万十町商工会が行う地区内小規模事業者に対す
る育成指導事業、商工振興事業、創業支援事業等に要する経費に対し支援を行っ
た。

５．事業の目的及
び概要

総事業費
補助金額

８３，２４９，２５７円
１０，７０６，０００円

経営指導員等の人件費、事務費、講習会開催費、青年部・女性部活動等へ補助し、
地域商工業活動の維持・発展と、経営改善普及活動等への支援を行った。
〇補助金の内訳
経営支援事業 人件費
３，４２５，０００円
６．事業の実施内
指導事業費（事務費・講演会開催費）
３００，０００円
容
商工振興費（にぎわい交流事業）
７００，０００円
労働対策費（労働保険システム）
７３４，０００円
青年部女性部活動支援
２００，０００円
創業支援事業費
５，３４７，０００円
合 計
１０，７０６，０００円

７．事業の成果

小規模事業者に対する経営改善普及活動、青年部・女性部活動など商工会活動を
支援することにより、地域経済活動の維持、商工組織の団結が図られた。また、定
期的なイベント「しまんとわいわい広場」を毎月第４土曜日に実施し、窪川地域の
中心商店街への集客を図った。
創業支援では、国より認定を受けた「産業競争力強化法」に基づく創業支援事業
について、専任職員を配置して創業者の掘り起こしと創業への個別相談等を実施
することにより、創業者への支援を行った。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） にぎわい創出課
基本方針
１
挑戦し続ける産業づくり
２．総合振興計画
政策目標
３
本物のおもてなしがあるまち
の位置付け
施 策 目 標 （６） 交流の促進
３．事業名

ホビー館推進事業

４．決算額

５．事業の目的及
び概要

１２，７２９，６５２円
四万十町ホビー館（海洋堂ホビー館四万十）において、町内外からの観光客を
受け入れるため、施設の管理運営、広告宣伝、集客イベントの開催等を行う。

施設開館
： 平成２３年７月９日（土）
指定管理者 ： ㈱奇想天外
・
・
・
・
６．事業の実施内 ・
容
・
・

マイクロバス運転手賃金
１４０，０００円
交通整理委託料
２，０２１，７６０円
指定管理料
８，３００，０００円
第 2 駐車場トイレ等管理委託
１１２，１２５円
第 2 駐車場トイレ 修繕
３９，９６０円
ホビー館照明改修工事
１，６６３，２００円
事務的経費(旅費・需用費・役務費等)
４５２，６０７円
計
１２，７２９，６５２円

平成２９年度の入館者数（実績）は、目標値に対して約５７%、約２１，０００
人不足の状況となった。この原因については、開館から５年以上が過ぎ、県内又
は近県の来場者は一通り来たこと。また、奥四万十博終了の反動により、国道３
８１号線方面への観光客が減少したことが影響していると考えられる。
対策として町及びホビー館への団体客誘致に向け、町、奇想天外及び観光協会
が連携して観光商品説明会へ参加し、旅行関係者へ説明を行った。
平成２９年度年間入館者数 目標 ５０，０００人
実績 ２８，７２３人（奥四万十観光協議会 報告値）
７．事業の成果

平成２９年度末現在の入館者累計
平成２９年度年間入館料収入

３８０，２９０人
目標 ３２，５００，０００円
実績 １８，６４９，０００円
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） にぎわい創出課
基本方針
１
挑戦し続ける産業づくり
２．総合振興計画
政策目標
３
本物のおもてなしがあるまち
の位置付け
施 策 目 標 （６） 交流の促進
３．事業名

松葉川温泉改修事業

４．決算額

１８，７８９，１７０円
１．事業の目的
観光客の利便性を高め、魅力ある観光施設として誘客力の向上及び、近年増加傾
向にある外国人観光客への対応を図ることを目的に観光拠点施設を中心に施設整
備を進める。

平成 29 年度は、松葉川温泉の和式トイレの洋式化を行い、近年の観光客のニー
５．事業の目的及 ズや外国人観光客に対応できる施設整備を図った。
び概要
２．事業の概要
松葉川温泉トイレ等改修工事
（内訳）設計監理業務委託料
トイレ等改修工事費

松葉川温泉トイレ等改修工事 総額 １８，７８９，１７０円
【内訳】
〇設計・工事施工監理委託
９３９，６００円
〇トイレ等改修工事関係
１７，８４９，５７０円
【内訳】
〇建築主体
１０，１５２，０００円
６．事業の実施内
〇機械設備
７，５９７，８００円
容
〇非常用照明取替修繕
９９，７７０円

宿泊客や入浴客からトイレ洋式化の要望があり課題となっていたが、今回改修
したしたことで、利用者からトイレ使いやすくなったと好評をいただいており、来
訪者の快適性の向上につながった。
また、近年増加傾向にある外国人客のトイレに対する課題も改善できた。

７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） にぎわい創出課
基本方針
１
２．総合振興計画
政策目標
３
の位置付け
施 策 目 標 （６）
３．事業名

挑戦し続ける産業づくり
本物のおもてなしがあるまち
交流の促進

各種イベント助成事業

４．決算額

８，５０６，５８５円

窪川・大正・十和地区の個性豊かなふるさとの資源や文化等の財産を最大限
に活かしたイベント等に対し、補助金を交付し、地域イメージの向上、地場産
業や文化の振興、町民相互の親睦や広域間交流等、魅力ある地域づくりを促進
５．事業の目的及 する。
び概要

各地区で開催されたイベント等に補助金を交付した。

６．事業の実施内
容

家地川さくらまつり補助金
温泉まつり補助金
金太郎夜市補助金
窪川まつり補助金
台地まつり補助金
米こめフェスタ補助金
よってこい四万十実行委員会補助金
四万十川まつり補助金
四万十大正あゆまつり実行委員会補助金
合
計

９０，０００円
１８０，０００円
３４８，０００円
７９６，０００円
１，２００，０００円
２，０００，０００円
１，１００，０００円
８００，０００円
１，９９２，５８５円
８，５０６，５８５円

四万十町内の豊かな地域資源や文化等の財産を最大限に活かしたイベントを開
催することで、地域イメージの向上を図り、町民相互の親睦や広域間交流につと
めることができた。
また、前年に引き続いてイベント事業の磨き上げを行い内容の充実を図ること
で、前年度よりイベント事業における全体の来場者数が向上した。

７．事業の成果

主要なイベント入場者数
・ よってこい四万十
・ 窪川まつり
・ 米こめフェスタ
・ 四万十大正あゆまつり
・ 台地まつり
合
計
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Ｈ２９
（Ｈ２８）
：約 ５，０００人（約 ４，０００人）
：約 ５，０００人（約 ５，５００人）
：約１７，０００人（約１５，０００人）
：約 ２，３００人（約 ２，５００人）
：約 ５，０００人（約 ３，０００人）
：約３４，３００人（約３０，０００人）

平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） にぎわい創出課
基本方針
１
２．総合振興計画
政策目標
３
の位置付け
施 策 目 標 （６）
３．事業名

挑戦し続ける産業づくり
本物のおもてなしがあるまち
交流の促進

観光協会育成補助金

４．決算額

１５，８８３，０００円
１．事業の目的
町内の観光資源を生かし来訪者の町内滞在・滞留を図り、来訪者による消費拡大
の経済効果を高めるとともに、観光振興の核組織として育成するため補助金を交
付し活動支援をおこなった。

５．事業の目的及 ２．事業の概要
観光協会の活動に必要な人件費相当、事業費、運営支援他に係る経費に対して補
び概要
助を行った。

実績額 １５，９５９，７１１円（内補助金 １５，８８３，０００円）

６．事業の実施内
容

（１）人件費
１１，７５０，５８６円
スタッフ３名、事務局長１名分
（２）事業費
３，５４４，９６５円
ラジオ等情報提供、イベント事業、民泊推進、食 PR
旅行商談会 他
（３）運営支援他
６６４，１６０円
事務所家賃支援、法人会計等指導費、観光案内業務 他

指定管理施設である興津青少年旅行村、ふるさと交流センターについては、天候
等に影響されたこともあり平成 29 年度は減少した。委託施設の半平カフェは、奥
四万十博サテライト会場となっていた平成 28 年度より若干減少したが、着実に中
心部の観光拠点施設に認知され、町内での滞在モデルの一つとなった。
観光協会が事務局となり各イベントについては、平成 29 年度は天候にも恵まれ
増加となった。
平成２９年度
７．事業の成果

平成２８年度

興津青少年旅行村（宿泊客）

１，８７１人

２，０５４人

ふるさと交流センター（利用者）

３，１０１人

３，６５２人

半平カフェ（利用者）

９，２３８人

９，８７１人

リバーフェスタ

５００人

４００人

マリンフェスタ興津

６００人

５００人

３，６００人

３，０００人

台地まつり

（奥四万十観光協議会 報告値）
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） にぎわい創出課
基本方針
１
２．総合振興計画
政策目標
３
の位置付け
施 策 目 標 （６）
３．事業名

挑戦し続ける産業づくり
本物のおもてなしがあるまち
交流の促進

幕末維新博連携事業

４．決算額

１５，３０１，６５８円

平成 29 年 3 月に開催された「志国高知 幕末維新博」と連携して、四万十町出身
で幕末から明治にかけて活躍された「谷干城」の各種資料を整理し、歴史的観光資
源に磨き上げることで、新たな観光客誘致を図る。
５．事業の目的及
また、町民で組織する推進委員会において、
「谷干城」資料を副読本や歴史的資
び概要
料の常設展示などに活用できるように精査・整理することで、町民の歴史的資産を
形成するとともに歴史的偉人の啓発につなげる。

歴史博推進事業 １５，３０１，６５８円
（１）臨時賃金
（２）委員報酬、谷干城フィギュア像除幕式記念品
（３）旅費、委員費用弁償
（４）消耗品費、燃料費
（５）委託料
６．事業の実施内
・谷干城関連企画委託、広告戦略委託
容
・谷干城冊子増刷委託
・谷干城フィギュア像作製設置、説明看板制作委託
・谷干城 HP 制作委託、デザインコンサル委託
（６）使用料
（７）谷干城ミュージカル実行委員会補助金

２，１８９，７２９円
７０９，５３０円
６２９，６７０円
１２１，１４４円
９，６１１，３１５円

４０，２７０円
２，０００，０００円

「志国高知 幕末維新博」の関連事業として、
「谷干城」を中心とした取り組みを実
施し、歴史観光資源を活用した新たな客層の誘客を図った。

７．事業の成果

○谷干城パネル展
期間：11 月 2 日～30 日
場所：ギャラリー５５６（四万十町本町）
来場者数：４００人
※併せて町立図書館にて 11 月 1 日から 12 月 27 日まで「谷干城関連書籍コーナ
ー」設置
○谷干城 HP 開設
谷干城を紹介する特設サイトの開設
○谷干城フィギュア像制作
旧都築邸前駐車場内に設置、3/29 子孫等を招いて除幕式を実施
○谷干城広報物制作
ポスター、のぼり、冊子等の制作
○谷干城ミュージカル（４公演）
・あぐり窪川創業祭公演
１，０００人
・米こめフェスタミニミュージカル
１，０００人
・谷干城まつり公演
５００人
・イオンモール高知公演
１，５００人
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 建設課・大正地域振興課・十和地域振興課
基本方針
３
２．総合振興計画
政策目標
８
の位置付け
施 策 目 標 （18）
３．事業名

日本が誇る四万十川流域の環境づくり
安全で快適な暮らしができるまち
まち・くらしの基盤整備の推進

社会資本整備交付金事業

４．決算額

５５７，３８９，６４３円
未改良路線の改良、老朽した舗装・側溝の改修、落石防護柵等の安全施設の設置
等を行い、安全で安心な町道整備を目指す。
また橋梁の一括点検により、早期措置段階と診断された橋梁のうち、７橋の補修
工事を行い、１１橋の修繕設計を行う。
耐震補強工事では若井大橋を実施した。

５．事業の目的及
び概要

現年
本
庁
大
正
十
和
橋梁修繕
耐震補強
６．事業の実施内
橋梁点検
容
繰越
大
正
橋梁修繕
橋梁点検

７９，４６４，２４０円
５９，４５１，３４７円
１５４，８３５，１３２円
５，０５４，０００円
４３，０２５，０４０円
１００，０６９，５６０円

５地区
４地区
５地区
２橋
若井大橋
２７１橋

３３，８１４，８０４円 ２地区
７４，２６２，０００円 １６橋
７，４１３，５２０円 ３０橋

地域の生活道として重要な路線である町道について、点検・整備を行うことによ
り地域住民の日常交通の安全が図られる。
橋梁については、予防的修繕を行うことにより長寿命化、修繕費を軽減するとと
もに若井クリーンセンター（し尿処理場）や、建設副産物の中間処理場への進入路
となる橋梁の耐震化を図る。
７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 建設課・大正地域振興課・十和地域振興課
基本方針
３
２．総合振興計画
政策目標
８
の位置付け
施 策 目 標 （18）
３．事業名

日本が誇る四万十川流域の環境づくり
安全で快適な暮らしができるまち
まち・くらしの基盤整備の推進

生活環境整備事業

４．決算額

１０，１８３，０００円
町道に認定されていない住家に通じる生活道について、道路の改良、舗装及び排
水不良により日常生活に支障をきたしている生活排水路の改修に補助金を交付す
る。

５．事業の目的及
び概要

本庁
実施件数 １５件 補助金額 ５，４７９，０００円
大正
実施件数
６．事業の実施内
容
十和
実施件数

２件 補助金額

６３２，０００円

８件 補助金額 ４，０７２，０００円

町道に認定されていない生活道路及び生活排水路は、これまですべてを自己負
担で施工しなければならなかったため、未整備の状況が余儀なくされていた。
本事業は、２／３の補助金が活用できるため、生活道の舗装等、日常生活に必要な
道の整備が促進される。
７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 建設課・大正地域振興課・十和地域振興課
基本方針
３
日本が誇る四万十川流域の環境づくり
２．総合振興計画
政策目標
８
安全で快適な暮らしができるまち
の位置付け
施 策 目 標 （18） まち・くらしの基盤整備の推進
３．事業名

町道維持管理事業（地域委託事業）

４．決算額

１２，２６９，８５０円
地域委託事業
地域の生活道である町道については、地域住民により草刈等の維持管理を行う
ことにより地域の生活道として維持管理を図る。

５．事業の目的及
び概要

地域（草刈）委託業務
本庁
草刈委託集落

６２集落 委託金額 ４，０２０，０５０円

６．事業の実施内 大正
容
草刈委託集落 ３団体 ２６集落 委託金額 ３，３２０，６００円
十和
草刈委託集落 ３団体 １９集落 委託金額 ４，９２９，２００円

地域住民自らが地域の町道の維持管理を行うことにより、日常的な生活の中で
維持管理を行うことができる。
また、草刈作業の日等に、地域住民が集まり作業行うことにより、地域内の交流
が図られる。
７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 建設課
基本方針
３
日本が誇る四万十川流域の環境づくり
２．総合振興計画
政策目標
８
安全で快適な暮らしができるまち
の位置付け
施 策 目 標 （19） 安全・安心の確保
３．事業名

農村災害対策事業（負担金）

４．決算額

１，４２６，４９６円
興津の農村地区において、南海・東南海地震による津波等の自然災害から人命を
守るため、避難施設の整備を行う。
また、ため池は農業用水を安定供給する貴重な水源として重要な役割を果たす
一方で、万一決壊すれば下流域に甚大な影響を及ぼす危険性があるため、耐震・補
強整備を行う。

５．事業の目的及
び概要
全体計画
興津地区 ： ため池整備・避難塔１号～４号・避難路

県営（須崎農業振興センター）による、防災工事
興津地区
測量試験費１式（ため池整備）
６．事業の実施内
容

南海・東南海地震による津波等の自然災害にそなえ、津波から避難するためのた
め池・橋梁の耐震化、避難路、避難タワーを整備することにより、沿岸部に住む住
民が迅速に避難できるようになり、地域住民の命が守られる。

７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 建設課
基本方針
３
日本が誇る四万十川流域の環境づくり
２．総合振興計画
政策目標
８
安全で快適な暮らしができるまち
の位置付け
施 策 目 標 （19） 完全・安心の確保
３．事業名

地域ため池等整備事業（負担金）

４．決算額

１６，３２８，１８０円

汢ノ川地区・天の川地区にあるため池は、老朽化が著しく提体底部周辺からの漏
水が激しいうえ、提体の断面も不足しており、地震や台風等の出水時には、大変危
険な状況となっている。
ため池の提体を改修することにより、豪雨出水時や地震による提体の決壊を防
ぎ、下流域の災害を防止するとともに安定したかんがい用水の確保を図り、農業経
５．事業の目的及 営の安定に努める。
び概要

県営（須崎農業振興センター）による、ため池改修工事
窪川地区（松角池）
窪川地区（中谷池）
６．事業の実施内
容

地震や豪雨出水によるため池の決壊を防ぎ、下流域の人家や農地の被害を防止
するとともに安定したかんがい用水の確保により農業経営の安定が図られる。

７．事業の成果

70

平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 建設課
基本方針
１
２．総合振興計画
政策目標
１
の位置付け
施 策 目 標 （１）
３．事業名

挑戦し続ける産業づくり
特色ある農林水産業を生かすまち
農畜産業の振興

農業基盤整備促進事業

４．決算額

２６，６９７，６００円
本町の農業は、農業従事者の高齢化、農業所得の減少等、大変厳しい状況となっ
ている。農業の有する多目的機能が将来にわたって発揮されるよう、農業用水が不
足するなどの地域が有する課題の解消に向け、きめ細かな農地・農業水利施設等の
整備を実施する。

５．事業の目的及
び概要

用水路工事

６．事業の実施内
容

天ノ川地区
黒石地区
窪川中津川地区
市生原地区
若井川地区
秋丸地区

農道舗装工事 金上野地区

７，８０４，０８０円
３，１６９，８００円
４，２５１，９６０円
１，１１３，４８０円
１，６２０，０００円
２，９２２，４８０円
５，８１５，８００円

用水路の整備により、水不足の解消や維持管理労力の軽減が図られる。
農道舗装により、通行時の安全確保や路面補修労力の削減が図られる。
農業従事者の高齢化等により苦労していた農地等の維持管理について、労務の
削減につながり、農業の有する多目的機能が将来にわたって発揮される。
７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 建設課
基本方針
１
挑戦し続ける産業づくり
２．総合振興計画
政策目標
１
特色ある農林水産業を生かすまち
の位置付け
施 策 目 標 （１） 農畜産業の振興
３．事業名

農地耕作条件改善事業

４．決算額

５３，６２８，８８０円

本町の農業は、農業従事者の減少や高齢化、農業所得の減少等、大変厳しい状
況にある。このような状況の中、我が国の食料自給率の向上を図るとともに、農
業の有する多面的機能が将来にわたって発揮されるためには、担い手への農地集
積の加速化や農業の高付加価値化の推進等により、競争力ある「攻めの農業」を
展開し、意欲ある農業者が農業を継続できる環境を整えることが必要である。
５．事業の目的及 このためには、農地の大区画化・汎用化等の基盤整備を行い、農地中間管理機構
による担い手への農地集積・集約化を推進することが重要である。
び概要
このため、本事業により、既に区画が整備されている農地の畦畔除去等による
区画拡大や暗渠排水整備について、農業者の自力施工も活用し、迅速に推進する
など、耕作条件の改善を機動的に実施し、農地中間管理機構による担い手への農
地集積・集約化の加速についての支援を行い、もって農業競争力の強化を図るこ
ととする。

Ｈ２８繰越
用水路工事
Ｈ２９
用水路工事
６．事業の実施内
容

宮内地区 ３８，０００，０００円

宮内地区
根元原地区
数家地区
八千数地区

４，０４１，１６０円
２，６５６，０００円
３，１９５，７２０円
２，４９６，０００円

暗渠排水工事 影野下地区 ３，２４０，０００円

用水路の整備により、水不足の解消や維持管理労力の軽減が図られる。
農業従事者の高齢化等により苦労していた農業用施設の維持管理について、労
務の削減につながり、農業の有する多目的機能が将来にわたって発揮される。

７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 建設課
基本方針
３
２．総合振興計画
政策目標
８
の位置付け
施 策 目 標 （18）
３．事業名

日本が誇る四万十川流域の環境づくり
安全で快適な暮らしができるまち
まち・くらしの基盤整備の推進

公営住宅整備事業（見付第１団地）

４．決算額

６１，７６４，９６０円
近年、東南海地震等が発生の切迫性が指摘されていることから、昨年度までに耐
震性能に課題がある見付第１団地の建替えを行っている。
今年度は、隣接地の見付第２団地の建替えとして、見付第１団地に木造２階建、
２棟４戸を建築した。
入居者の移転後、耐震性のない昭和５３年度建設の見付第２団地簡易耐火建築
物１棟５戸は解体撤去した。

５．事業の目的及
び概要

工事概要
１.工事場所：四万十町見付９７０－１、見付字カクレジク１０００－２
２.敷地面積：
４６０．４９㎡
３.建築面積：
１６８．２０㎡
４.延床面積：
２６９．４０㎡

木造２階建１棟２戸で２棟の非現地建替えを行い、既存の簡易耐火建築物１棟
５戸を解体した。
住戸形式及び戸数
３LDK －４戸
６．事業の実施内
容

今回建築した住宅は、耐震化された建物でバリアフリーの室内及び水洗化にも
なっており、前住宅と比較しても、生活環境の改善が図られた。
また、建築した住宅は内装材に町産材を大量に使用したため、他市町村に自慢で
きる四万十町独自の町営住宅が完成した。

７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 建設課
基本方針
３
２．総合振興計画
政策目標
８
の位置付け
施 策 目 標 （19）
３．事業名

日本が誇る四万十川流域の環境づくり
安全で快適な暮らしができるまち
安全・安心の確保

住宅耐震化促進事業

４．決算額

１９２，５１９，０９６円

■ 次期南海トラフ地震に備え、町民の安全及び市街地の防災安全性を確保する
５．事業の目的及 ため、既存住宅の耐震設計及び耐震改修並びに避難所である集会施設や危険ブロ
び概要
ック塀の耐震化等を行うことで、安全な住宅を確保でき町民一人一人の命を確保
する。
※決算科目〔款-項-目-(節)〕
● 決算の主な内容〔9-1-5-(13)(15)(19)〕
・木造住宅耐震診断委託
事業費 (28 繰)746,746 円/22 件
(29 現)1,697,150 円/50 件
・住宅耐震改修設計費補助金
事業費 (28 繰)205,000 円/1 件
(29 現)14,345,000 円/70 件
・住宅耐震改修工事費補助金
事業費 (29 現)84,962,000 円/69 件
・ブロック塀等対策推進費補助金
事業費 (28 繰)815,000 円/4 件
・老朽住宅除却事業費補助金
事業費 (28 繰)13,146,000 円/14 件
(29 現)13,825,000 円/15 件
・沿道建築物耐震化促進事業費補助金
事業費 (28 繰)18,035,000 円/9 件
６．事業の実施内
・弘瀬集会所耐震化事業
容
事業費 (29 現)5,491,800 円
・地区集会施設耐震化促進事業（野々川／茅吹手）
事業費 (29 現)8,841,360 円
・マンション幸・ホテル幸解体工事事業
【アスベスト調査】事業費 (29 現)162,000 円
【耐震診断】
事業費 (29 現)5,400,000 円
【解体設計】
事業費 (29 現)977,400 円
【解体工事】
事業費 (29 現)20,589,120 円（マンション幸のみ）
【仮囲い設置】
事業費 (29 現)483,840 円
・ビジネスホテル幸工事損失事前調査
事業費 (29 現)1,129,680 円
・建築物耐震対策緊急促進事業費補助金（四万十農協会館）
事業費 (29 現)1,667,000 円

７．事業の成果

■ 国交付金事業を活用し、個人住宅の耐震化、ブロック塀等の安全対策、指定
避難所である地区集会所の耐震化及び避難路等に影響がある老朽住宅除却の補助
支援を行い、地域防災力の向上が図られた。
今後も住民の要望等も踏まえ、優先順位及び緊急性を考慮しつつ補助支援をし
ていき、耐震化率の向上を図る。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 建設課（国土調査推進室）
基本方針
２．総合振興計画
政策目標
の位置付け
施策目標
３．事業名

３

日本が誇る四万十川流域の環境づくり

８

安全で快適な暮らしができるまち

（18）

まち・くらしの基盤整備の推進

国土調査事業

４．決算額

８６，６９０，９０３円

国土調査（地籍調査）は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）及び国土
調査促進特別措置法（昭和３７年法律第１４３号）等に基づき、町土の実態を科
学的かつ総合的に調査することにより、地籍の明確化を図るとともに、併せて土
地の開発及び保全並びにその利用の高度化に資することを目的として実施してい
る。
地籍調査は、一筆毎の土地について、土地登記簿及び公図に基づき、土地所有
５．事業の目的及 者等の立会を得て、土地所有者、地番、地目、筆界を調査するとともに、地籍測
び概要
量を行い、その結果を調査成果である「地籍簿」及び「地籍図」に取りまとめ、
国の認証を受けている。
国の認証後、調査成果は、管轄法務局に送付され、土地登記簿の記載事項が書
き改められるとともに、今までの公図に代わり、不動産登記法第１４条地図とし
て法務局に備え付けられることとなる。
本町の地籍調査は、合併前の旧大正町（昭和６３年完了）、旧十和村（平成７年
完了）で既に事業が完了している為、残る旧窪川町地域において、早期の全域完
了を果たすことが事業課題となっている。
このため、平成２２年度からは、これまで町直営により実施してきた地籍調査
の事業体制・調査手法を見直し、「外注型」の地籍調査事業に取り組んでいる。
平成２９年度は、
「大字寺野の一部（３．６３ｋ㎡）※予想面積」の一筆地調査
６．事業の実施内 及び地籍測量を行うとともに、平成２８年度「大字南川口・天ノ川の各一部（５．
３８ｋ㎡）※実績測定値」の原図作成、面積測定及び閲覧を実施した。また、平
容
成３０年度調査予定である「大字檜生原の一部（５．２４ｋ㎡）※予想面積」の
一筆地調査の準備である調査素図作成を行い次年度の調査がより効率的に進めら
れるようにした。
今後は、地権者の高齢化や不在地主の増加が一層進むことが予測されることか
ら、一筆地調査の円滑な実施に留意しながら、進捗率の向上に努める計画である。
地籍簿と地籍図の写しを法務局に送付し、地籍簿をもとに土地登記簿が書き改
められ、地籍図が不動産登記法第 14 条第 1 項の地図として備え付けられることに
より、土地取引の円滑化と土地資産の保全、各種公共事業の効率化、災害復旧の
迅速化、課税の適正化・公平化に繋がっている。
なお、平成２９年度末現在の調査概要及び進捗率は次のとおり。
７．事業の成果

区分
面積
除外面積
要調査面積
調査済面積
残面積
進捗率

四万十町
６４２．０６ｋ㎡
１６７．１８ｋ㎡
４７４．８８ｋ㎡
３８３．９７ｋ㎡
９０．９１ｋ㎡
８０．８６％
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旧窪川町
２７８．０８ｋ㎡
７１．２８ｋ㎡
２０６．８０ｋ㎡
１１５．８９ｋ㎡
９０．９１ｋ㎡
５６．０４％

平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 環境水道課
基本方針
３
２．総合振興計画
政策目標
８
の位置付け
施 策 目 標 （18）
３．事業名

日本が誇る四万十川流域の環境づくり
安全で快適な暮らしができるまち
まち・くらしの基盤整備の推進

浦越簡易水道統合整備事業

４．決算額

５８，３６０，８４０円

浦越簡易水道は、給水を開始し30年を経過した施設で、表流水を水源とする取
水堰は、取水施設の目詰まりや濁水の流入によるろ過池の閉塞など水質面の安全
性と渇水期には取水量の安定確保が困難となっている。
里川地区、茅吹手地区及び北ノ川地区は水道未普及地区で、生活用水の確保に
苦慮しており、地元住民からは早期の水道施設の整備が望まれている。また、津
賀地区飲料水供給施設は、50年以上を経過した老朽化の激しい施設である。
５．事業の目的及
浦越簡易水道と津賀飲料水供給施設を統合整備し、併せて周辺の未普及地区を
び概要
整備することにより、今後の水需要に対して、安全で安定した水道水を供給するも
の。

事業費
内訳

事務費
工事請負費

58,360,840 円
20,320 円
58,340,520 円

事業概要
φ75～φ40(HIVP-RR塩ビ管) L=1348m
６．事業の実施内 φ50～φ20(HIVP塩ビ管)L=879m
容
φ50(WED高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) L=85.5m
80A～32A (SGP-VB塩ビライニング鋼管）L=351m
消火栓 単口地下式 1箇所
小型消火栓 単口地下式 3 箇所

○ 本年度は北ノ川地区の配管工事を実施し、本事業は完了した。
○ 本事業は平成 25 年度に水道事業の変更認可を受け平成 26 年度より整備を進め
てきた。その結果、里川地区、茅吹手地区、津賀地区、北ノ川地区の水道未普及地
域は解消し、また浦越地区の老朽化した施設を整備することにより安全で安心な
水道水を供給することが可能となった。
７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 環境水道課
基本方針
３
２．総合振興計画
政策目標
８
の位置付け
施 策 目 標 （18）
３．事業名

日本が誇る四万十川流域の環境づくり
安全で快適な暮らしができるまち
まち・くらしの基盤整備の推進

十川簡易水道統合・区域拡張事業

４．決算額

３３，８８３，２００円

十川簡易水道の給水開始から 40 年以上を経過しており、今成簡易水道、小野簡
易水道はそれぞれ 30 年以上を経過するなど、老朽化が進み不明漏水の増加や耐震
性に不安があるうえ、渇水期の取水量不足により安定した水道水の供給に困難を
きたしている。また、取水構造の不備及び老朽化による濁水や土砂の流入、渇水
期の水量不足等、維持管理に苦慮している。さらに、給水区域周辺には、水圧不
足地域や水道未普及地域等が存在しているため水道の普及更新が要望されてい
５．事業の目的及 る。
び概要
以上のような問題を抱える中で、これらの水道事業を統合して、各施設を更新集約
化することによって水源の安定性の確保と水質の安全性が向上する。また、維持管
理性の向上と耐震性向上に加えて給水区域を拡張し水道未普及地域が大幅に解消
される。

事業費
内訳

事務費
委託料
工事請負費

33,883,200
110,800
4,320,000
29,462,400

円
円
円
円

事業概要
配水管布設計
L=999.1m
６．事業の実施内 φ150～φ75 (DCIP-GXダクタイル鋳鉄管)
容
φ100 (HIVP-RR塩ビ管) L=471.0m
φ30～φ20 (HIVP 塩ビ管) L=135.8m

L=431.4m

○ 本年度の整備内容は、久保川地区・十和川口(今成)地区の一部について配水
管の布設を行った。
○

本年度の配水管布設工事によって、今成地区への給水を十川統合配水池から
給水できることになり、渇水期での水不足が解消された。

７．事業の成果

○ 配水管を引き続き改良整備することで、統合事業完了時には、安全で安定した
飲料水を十川地区の重要拠点まで供給できることとなる。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 環境水道課
基本方針
３
２．総合振興計画
政策目標
８
の位置付け
施 策 目 標 （18）
３．事業名

日本が誇る四万十川流域の環境づくり
安全で快適な暮らしができるまち
まち・くらしの基盤整備の推進

中津川簡易水道区域拡張事業

４．決算額

４，０７１，６００円

中津川簡易水道は、昭和41年3月に給水を開始した簡易水道で、直近では昭和
58年7月4日に給水区域の拡張、給水人口の増加、取水地点の変更に係る認可変更
を行っており、現在に至っている。
大正中津川森ヶ内地区の飲料水は、谷川より表流水を取水しており、濁水や
渇水期の生活用水の確保に苦慮しているため安全で安定した水道水の供給を行
う。
５．事業の目的及 森が内地区内に中津川簡易水道の配水管が埋設されているため、配水管を分岐し
び概要
て約 2,500m 配水管を布設、一部の高区に加圧給水施設を設置し配水する。

事業費
内訳

工事請負費

4,071,600 円
4,071,600 円

事業概要
直結式加圧ポンプ（φ25×0.06m3/min×48m×1.1kw） 一式
６．事業の実施内
容

○ 本年度は加圧ポンプを設置し、本事業は完了した。
○ 本事業は平成 27 年度に水道事業の変更認可を受け平成 28 年度より整備を進め
てきた。その結果、森が内地区の水道未普及地域は解消し安全で安心な水道水
を供給することが可能となった。
７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 環境水道課
基本方針
３
２．総合振興計画
政策目標
７
の位置付け
施 策 目 標 （16）
３．事業名

日本が誇る四万十川流域の環境づくり
広大な自然・環境と共生するまち
自然環境の保全

合併処理浄化槽設置整備事業

４．決算額

２５，１６０，０００円

■合併処理浄化槽設置整備事業
生活排水の浄化対策及び公共用生活排水の浄化対策及び公共用水域の水質汚濁
を防止するため、下水道及び農業集落排水施設の処理区域以外の区域において、居
５．事業の目的及
住を目的とした住宅へ合併処理浄化槽を設置する者を対象に、条件を付して補助
び概要
金の交付を行う。

■合併処理浄化槽設置整備事業
町広報誌・ホームページ等で周知を行い、住宅への合併処理浄化槽設置者を対象
に、条件を付して補助金の交付を行った。
平成 29 年度 補助金額合計：25,160,000 円
・国費：8,762,000 円 ・県費：7,510,000 円 ・町：8,888,000 円
平成 29 年度全体実施状況
左のうち補助対象
基数
処理人口
基数
処理人口
5 人槽
32
84
32
84
7 人槽
27
100
27
100
６．事業の実施内
10 人槽
1
5
1
5
容
合計
60
189
60
189
補助金額
○5 人槽：332,000 円 7 人槽：414,000 円 10 人槽：548,000 円
○単独浄化槽から合併処理浄化槽への切り替え（90,000 円/1 基）
平成 29 年度は、5 人槽：1 基、7 人槽：1 基
〇放流先配管補助金(H29 新設) 2,298,000 円(21 件)

■合併浄化槽設置整備事業
循環型社会形成推進地域計画において、平成 27～31 年度の設置基数は 300 基を
目標としており、単年での達成は 100％、5 年間での進捗率は 63.67％である。平
成 29 年度において合併処理浄化槽の普及率は 46.46％であり、平成 32 年度の目標
値 50％を達成できるように、今後、合併処理浄化槽の整備を促進するためにより
一層の普及啓発に取り組む。
７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 環境水道課
基本方針
３
日本が誇る四万十川流域の環境づくり
２．総合振興計画
政策目標
７
広大な自然環境と共生するまち
の位置付け
施 策 目 標 （16） 自然環境の保全
３．事業名

四万十川方式維持管理業務

４．決算額

１３，８６８，６９０円

■四万十川方式維持管理業務
生活雑排水による公共用水域の水質汚濁防止のため設置された四万十川方式 13
５．事業の目的及 施設（窪川地区：3 施設 十和地区：10 施設）の浄化機能を発揮させる為、汚泥除
び概要
去を含めたメンテナンス業務を行う。

■四万十川方式維持管理業務
窪川地区（3 箇所）は年 7 回、十和地区（10 箇所）は年 3～４回と施設の規模及び
受益戸数等によりメンテナンスを実施した。
・維持管理委託料：4,108,428 円
・汚泥搬出処理委託料：2,937,600 円（窪川地区箇 3 所）
・電気料：2,704,174 円 ・琴平川公園水道料：11,880 円
６．事業の実施内 ・施設修繕費用
修繕料：554,364 円
容
・土砂取り除き・ブロワー移設手数料
土砂取り除き手数料：189,000 円
ブロワー移設手数料：34,560 円
・施設周辺草刈
施設周辺草刈：55,675 円

■四万十川方式維持管理業務
窪川地区小学校 4 年生の社会科見学の一環で施設への流入・流出水の水質検査
を行い流入水よりも流出水の水質が改善されていることを確認した。四万十川方
式を導入していない箇所については、BOD、COD とも値が高いと思われるため、今
後も合併処理浄化槽の普及啓発等を積極的に行っていく必要がある。

７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 環境水道課
基本方針
３
２．総合振興計画
政策目標
７
の位置付け
施 策 目 標 （17）
３．事業名

日本が誇る四万十川流域の環境づくり
広大な自然環境と共生するまち
低炭素・循環型社会の推進

一般廃棄物の適正処理推進事業

４．決算額

４２１，６５０，１６０円

■一般廃棄物の適正処理推進事業
町内で発生する一般廃棄物の収集・運搬・処理を適正に行うと共に、不法
投棄防止やリサイクルのための事業などの取り組みを推進する。
５．事業の目的及
び概要

■一般廃棄物の適正処理推進事業
住民の生活環境を保全し、健康で快適な生活を確保する為、町内で発生す
る一般廃棄物の収集・運搬・処理を行うと共に、分別ルールや不法投棄防止
など適正処理について、広報誌・ケーブルテレビ・区長文書等で周知し、住
民の環境に対する意識の向上を図った。また、平成 30 年 3 月に新たな塵芥
収集車の購入を行った。
○収集運搬 業務委託料 56,333,440 円
６．事業の実施内
○塵芥収集車購入費用 6,579,600 円
容
○平成２９年度廃棄物処理施設包括的長期民間委託事業（ごみ・し尿）
358,737,120 円

■一般廃棄物の適正処理推進事業
クリーンセンター銀河へのごみの搬入量及び資源化量も年々減少し、クリーン
センター銀河でのリサイクル率は下がっているが、一方で民間の店舗等でリサイ
クル推進に力を入れている。四万十町全体としては、リサイクル率は横ばいと思わ
れる。

ごみ〔単位：t〕
項
目
家 庭 系
７．事業の成果

平成27年度
4,720

平成28年度
4,630

平成29年度
4,583

系

1,290

1,250

1,185

量

6,010

5,880

5,768

総資源化量

693

676

616

11.5％

11.5％

10.7

事
総

業

リサイクル率
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 環境水道課
基本方針
３
日本が誇る四万十川流域の環境づくり
２．総合振興計画
政策目標
７
広大な自然・環境と共生するまち
の位置付け
施 策 目 標 （16） 自然環境の保全
３．事業名

不法投棄対策事業

４．決算額

１，９６６，６８０円
適切な廃棄物の排出方法の徹底を図り、不法投棄を防止し、生活環境・自然環境
を保全することを目的とする。
不法投棄の未然防止の啓発及び対策等を行い、不法投棄監視体制を構築する。

５．事業の目的及
び概要

不法投棄防止看板の設置及びパトロールを実施しているが不法投棄が多発して
いる町道沿いに、物理的な対策として、不法投棄防止対策ネットを設置する。
一般財団法人家電製品協会の不法投棄未然防止事業協力に応募し助成金を受け
る事業として、不法投棄防止対策ネット設置工事を行った。
６．事業の実施内 【不法投棄防止対策ネット設置工事】
・設置箇所：四万十町替坂本地区（町道道徳替坂本線沿い）
容
・施工延長：182.6m
・設置完了日：平成 29 年 9 月 30 日
・助成額：788,940 円

７．事業の成果

不法投棄防止対策ネットを設置することにより、物理的に投棄する事ができな
くなり、不法投棄は減少している。
ネット設置により投げ捨てごみがなくなっても、定期的なパトロール・ネットの
破損等がないかを確認する必要がある。
不法投棄防止の為に町が具体策をとっている事のアピールにもなり、不法投棄
抑止効果も期待される。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 環境水道課
基本方針
３
日本が誇る四万十川流域の環境づくり
２．総合振興計画
政策目標
７
広大な自然環境と共生するまち
の位置付け
施 策 目 標 （16） 自然環境の保全
３．事業名

環境学習実施業務

４．決算額

１５３，３５０円

現地において体験・学習することで、四万十町の置かれている状況を学び、環境
に対する意識をさらに高めることで、
学校や家庭に於いても、環境の大切さを実践
５．事業の目的及
することを目的とする。
び概要
■小学生・中学生・高校生及び地域住民に対して環境学習を行った。
クリーンセンター銀河では、ビデオ視聴を交えてごみの受入れ状況や分別の仕方、
分別作業、焼却の状況及びリサイクルの大切さ等、四万十町のごみの実態を学習し
た。
■若井グリーンセンターでは、し尿・汚泥処理場の処理状況を搬入からの流れに
ついて順を追って説明し、微生物や薬品等を使用し浄化することによってきれい
な水に戻るということを学習した。
■四万十川方式は、現地にて施設の仕組みについて資材等を利用し説明し、汚れ
６．事業の実施内
の度合いを測る簡易水質キット（パックテスト：23,328 円）にて、流入水と流出
容
水を実際に測定し、生活雑排水をきれいにして川に流していることを学習した。
■台地祭りや西部地区産業祭等で、ごみの分別方法、温暖化対策等について環境
啓発を行った。（エコバッグ代金 130,022 円）

小学生・中学生・高校生に対して環境学習を行うことにより、ごみの正しい分別
の仕方や、リサイクルの大切さなどを現場において体験・学習し、環境に関心を持
ってもらうことが出来た。
（①若井グリーンセンター、②クリーンセンター銀河、
③四万十川方式等の環境学習会、④イベント）

７．事業の成果

実施日

参加人数

研修場所

5 月 23 日

19

①②

参加者

6 月 13 日

20

②

大正地区小学生社会科見学（大正北ノ川・田野々）

9 月 26 日

26

②

四万十町老人クラブ（婦人部）

10 月 13 日

22

①②③

10 月 17 日

51

① ②③

10 月 30 日

23

①②③

11 月 11 日

68

④

台地まつり時、環境ｺｰﾅｰ、ｸｰﾙﾁｮｲｽ啓発

十和地区小学 4 年生社会科見学（十川・昭和）

窪川地区小学 4 年生社会科見学（川口・東又・興津）
窪川地区小学 4 年生社会科見学（仁井田・影野・七里・
米奥）
窪川地区小学 4 年生社会科見学
（東又・興津・七里・米奥）

11 月 19 日

57

④

西部地区産業祭時、環境ｺｰﾅｰ、ｸｰﾙﾁｮｲｽ啓発

3月 9日

37

②

四万十高校 1～2 年生（四万十川清掃ごみ搬入時分別作業）

計９回

323
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 学校教育課
基本方針
２
生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
２．総合振興計画
政策目標
４
まちの将来を担う人を育むまち
の位置付け
施 策 目 標 （８） 教育環境の充実
３．事業名

四万十町キャリアアップ事業

４．決算額

１，２０１，９９１円
【目的】
学校が地域特性や特殊性を踏まえ、学校毎に児童又は生徒・保護者・地域・教
職員が共に連携して実施する自主的・主体的な活動を推進する。

５．事業の目的及
び概要

【概要】
各学校において実践される独自の取り組みに対して、補助金を交付する。

総合的な学習の取組を推進するため、全学校に児童生徒数に応じた補助金を交
付した。
各学校ではその補助金を活用した独自の取り組み（児童又は生徒・保護者・地
域・教職員が共に連携して実施する自主的・主体的な活動）を計画・実施した。
【各学校で実施した事業内容】
あいさつ運動、職場（農業）体験活動、自然体験活動、世代間交流活動、美化
活動、広報活動、地域との連携活動、ボランティア活動、防災学習、開かれた学
校づくり、地域・家庭の教育力向上を目指す取組、情操教育、道徳教育の充実な
ど
小
６．事業の実施内
容

学 校 名

学

補助金額

校
学 校 名

補助金額

学 校 名

学 校
補助金額

仁井田小学校

62,000 円 東又小学校

72,000 円 窪川中学校

145,000 円

影野小学校

49,940 円 興津小学校

57,000 円 興津中学校

64,000 円

七里小学校

65,016 円 田野々小学校

68,000 円 大正中学校

70,999 円

米奥小学校

54,000 円 北ノ川小学校

60,000 円 北ノ川中学校

56,006 円

窪川小学校

141,000 円 十川小学校

67,000 円 十川中学校

75,000 円

川口小学校

60,000 円 昭和小学校
小学校計
合

７．事業の成果

中

35,030 円
790,986 円

中学校計

411,005 円

1,201,991 円

計

各学校においては児童又は生徒･保護者･地域･教職員が連携し、地域や学校の教
育課題及び課題解決のための取り組みがされた。
今後もキャリア教育が効果的になされるように支援を行う必要がある。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 学校教育課
基本方針
２
生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
２．総合振興計画
政策目標
４
まちの将来を担う人を育むまち
の位置付け
施 策 目 標 （８） 教育環境の充実
３．事業名

四万十町校内研究支援事業

４．決算額

２，９５６，６０３円
【目的】
町内の小・中学校の学力向上を推進するため、学校が学力向上における課題
と改善方策を認識し、課題解決等に向けて自主的・主体的に行う研究や取り組
みを支援する。学校単位で取り組む事業であるため、効率的に教員の意識改革・
指導力向上につながる。

５．事業の目的及
【概要】
び概要
各学校において、独自の研究・取り組みに対して、補助金を交付する。
事前に学校長ヒアリングを実施し、必要性と有効性を判断し、補助対象を決
定する。

各学校において、講師招聘による研修会の開催や先進校での視察研修の実施、そ
の他学力向上につながる取組など、独自に検討した内容に対して補助金交付し、支
援を行った。
補助金交付の内訳
学 校 名

６．事業の実施内
容

学 校 名

補助金額

仁井田小学校

73,000 円

田野々小学校

185,080 円

影野小学校

60,045 円

北ノ川小学校

78,950 円

七里小学校

152,830 円

十川小学校

171,198 円

米奥小学校

83,080 円

昭和小学校

299,225 円

窪川小学校

706,883 円

窪川中学校

174,635 円

川口小学校

320,246 円

大正中学校

246,255 円

東又小学校

306,528 円

北ノ川中学校

98,648 円

総

７．事業の成果

補助金額

計

2,956,603 円

学校単位で、各校の課題に応じた自主的・主体的な研究や取り組みを行うこと
で、教員の意欲と指導力、学校のチーム力が向上し、また、課題などの解決策・改
善策が導き出されることにつながり、将来的には児童生徒の学力が向上する取組
となる。
また、平成 30 年度より学校から要望が多かった県内研修についても補助対象と
し、研修機会を増やし授業力の向上を図る。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 学校教育課
基本方針
２
２．総合振興計画
政策目標
４
の位置付け
施 策 目 標 （８）
３．事業名

生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
まちの将来を担う人を育むまち
教育環境の充実

ICT 教育推進事業

４．決算額

５８，２９６，６８６円
【目的】
ICT（情報通信技術）機器を利活用することにより、子どもたちが共に学び合
い、深い学びにつなげるとともに、教員の教材作成に係る負担を軽減すること
で、子どもたちと向き合う時間を増やし、質の高い教育を実践する。

【概要】
電子黒板や実物投影機、タブレットパソコンを導入することで、従来の一斉
５．事業の目的及
学習的な学習体系から、子ども達が共に学びあい、深い学びにつなげていくこ
び概要
とができる環境を整え、教育の質を高める。
ICT の進展に対応し、各学校における ICT を活用した教育・学習方法の改善を
図るための取り組みを支援する。

電子黒板や授業支援ソフトの操作研修（小中学校教員向け）を行った。
ICT サポーターを雇用し、機器のトラブル対応及び操作支援を行った。

６．事業の実施内
容

７
11
11
12
14

節
節
節
節
節

賃
金
消耗品費
修 繕 料
役 務 費
使用料及び賃借料
計

1,899,325 円
41,923 円
59,400 円
1,296 円
56,294,742 円
58,296,686 円

学校の情報セキュリティの強化が実施できている。また、普通教室への無線 LAN
の整備及び電子黒板・実物投影機の設置・デジタル教科書や授業支援ソフトの導入
を行い、子ども達が共に学びあい、深い学びにつなげていく環境整備を行うことが
できた。
今後も、機器の操作研修を行い教員のスキルアップを図り教育の質を高める必
要がある。
７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 学校教育課
基本方針
２
生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
２．総合振興計画
政策目標
４
まちの将来を担う人を育むまち
の位置付け
施 策 目 標 （８） 教育環境の充実
３．事業名

学校適正配置推進事業

４．決算額

０円
【目的】
少子化に伴い学校の過小規模化が進行する中、
「四万十町の将来を担う子供た
ちが、よりよい教育条件、教育環境の下で教育を受けること」を基本に、
「地域
における学校の役割」も考慮した一定規模の集団による教育力を生かす教育環
境の整備を図るため、学校適正配置計画を推進する。

５．事業の目的及 【概要】
び概要
適正配置計画に基づく学校の統廃合を推進する。なお、現行の適正配置計画
は、平成 20 年９月に策定され、これまで 10 年が経過し、児童生徒数も大きく
減少しているため、適正配置計画の見直しについても行う。

【適正配置計画の推進】
平成 29 年 12 月 18 日
四万十町立小中学校適正配置について（提言書）を教育長から町長に提出
平成 30 年２月 20 日
四万十町学校適正配置等推進本部会を実施
６．事業の実施内
容

７．事業の成果

平成 30 年度中に「第２期

四万十町立小中学校適正配置計画」を策定予定

平成 30 年度中に「第２期 四万十町立小中学校適正配置計画」を策定し、計画
を遂行することで、子どもたちにとって望ましい教育環境を整備する。これによ
り、学校が適正規模となり、適正な教職員配置が確保され、子ども達に対する教育
の質の向上等を図ることができる。
また、教育活動で最低限の人数を要する活動（運動会や球技等の団体スポーツ、
音楽の合奏など）が制限されることなく実施が可能となるとともに、団体活動の中
で必要な社会性が身につき、多くの交友関係も構築することが可能となる。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 学校教育課
基本方針
２
２．総合振興計画
政策目標
４
の位置付け
施 策 目 標 （８）
３．事業名

生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
まちの将来を担う人を育むまち
教育環境の充実

窪川中学校空調設備設置事業

４．決算額

１２，８６３，８８０円
【目的】
学校施設内の空気温度の調節を行い、猛暑日などでも快適に授業等に集中で
きる教育・学習環境を整備する。

【概要】
町内の中学校で唯一、普通教室に空調設備が未整備だった窪川中学校１・２
５．事業の目的及
年生教室に空調設備を設置し、生徒の教育環境の向上を図る。
び概要

窪川中学校の１・２年生が毎日学習する普通教室へ空調設備を設置した。
（職員
室・校長室・保健室・図書室・３年生教室へは設置済み。
）
【中学校費】
空調設備設置（窪川中学校）
平成 29 年度
総事業費
12,863,880 円
６．事業の実施内
うち 設計監理委託料
469,800 円
容
工事請負費
12,394,080 円

最適な教育・学習環境を提供できることにより、学習効率の向上と、熱中症等温
度が要因となる病症の防止が期待できる。
全ての中学校普通教室への空調設備の設置が完了したため、今後は特別教室等
への設置を検討する。
また、平成 30 年度より順次、小学校普通教室への空調設備の設置を行う。
７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 学校教育課
基本方針
２
２．総合振興計画
政策目標
４
の位置付け
施 策 目 標 （８）
３．事業名

生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
まちの将来を担う人を育むまち
教育環境の充実

東又小学校プール改築事業

４．決算額

１６６，８２３，２８０円
【目的】
良好な学習環境と安全・安心な学校運営を図るため、施設整備を実施する。
なお、施設整備にあたっては、緊急性の高いものから対応する。

５．事業の目的及
び概要

【概要】
建築後 50 年を経過した東又小学校のプールの改築工事を行い、教育環境の向
上を図る。

既存プールを解体撤去し、その跡地へプール（低学年用プール併設の２５ｍ４コ
ース）、ベンチ、トイレ、器具庫、その他関連施設を整備した。

項目
委託料

６．事業の実施内
容

工事請負費

内容
監理

金

額

1,496,880 円

解体撤去

11,718,000 円

建築主体

105,300,000 円

電気設備

5,227,200 円

機械設備

32,929,200 円

体育器具庫

7,300,800 円

備品設置

2,851,200 円

計

166,823,280 円

町内で一番古く老朽化の進んでいた東又学校にプールを整備したことで、教育
環境が整うとともに、学校施設の安全性が確保できた。
今後も、順次、老朽化した学校施設の改修を計画的に行う。
７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 学校教育課
基本方針
２
生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
２．総合振興計画
政策目標
４
まちの将来を担う人を育むまち
の位置付け
施 策 目 標 （８） 教育環境の充実
３．事業名

学校給食事業

４．決算額

２０７，６６３，９９１円

【目的】
学校給食を通じて、児童生徒の適切な栄養摂取による健康増進を図るととも
に、食に対する知識・理解・判断力・社会性を養い、食料の生産・流通、食文化
等について正しい理解に導く。
５．事業の目的及
び概要
【概要】
四万十町立小学校及び中学校の給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な
事業を実施する。
【調理方式】
共同調理場３施設による完全給食
①窪川学校給食センター
事業費：72,606 千円
実施校数：小学校８校、中学校２校
食数：952 食／日
配送費（賃金）
：5,123 千円（パート雇用６名）
②大正学校給食センター
事業費：25,139 千円
実施校数：小学校２校、中学校２校
食数：212 食／日
配送費（賃金）
：1,160 千円（パート雇用２名）
③十和学校給食センター
事業費：18,004 千円
実施校数：小学校２校、中学校１校
食数：169 食／日
６．事業の実施内
配送費（賃金）
：
836 千円（パート雇用１名）
容
④共通事業費 91,915 千円（うち調理業務委託料 82,997 千円）
【給食費】
①小学校・・・4,500 円／月
②中学校・・・4,900 円／月
【調理業務】
「四万十食材管理協同組合」に完全委託
【食材の放射性物質調査】
８月を除く毎月実施（毎月１週間分の食材を検査）
検査料 213,840 円 ・検体輸送料 35,100 円（検体は保存食用食材を使用した
ため費用負担なし）

７．事業の成果

３センターそれぞれに配置された栄養教諭による授業や給食指導、「給食だよ
り」の発行等により継続的に食育の推進を図った。給食では、毎月 19 日を「食育
の日」として、地元の食材や郷土料理を積極的に使った献立や、
「給食で日本一周」
の日には、ご当地の食材や料理等を取り入れた給食を提供している。学校では、子
どもたちが給食時間に校内放送等で紹介している。
食材供給の地産地消率向上を図る取り組みは、継続的に実施している。地元の食
材を優先的に仕入れているが、天候不順等による野菜の供給不足、品質の低下、価
格の高騰などにより困難なことがあった。
給食の安全性の確保については、学校給食衛生管理基準等に準じた運用をする
とともに、食材の放射性物質測定を毎月実施し、給食の安全性を確保することがで
きた。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 学校教育課
基本方針
２
生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
２．総合振興計画
政策目標
４
まちの将来を担う人を育むまち
の位置付け
施 策 目 標 （８） 教育環境の充実
３．事業名

学校給食事業（伝統的食文化検討事業）

４．決算額

５．事業の目的及
び概要

２，６００，４４７円
【目的】
本事業の実施を通して、食品の生産・加工・流通等の関係者と連携しつつ、学
校給食で使用する食品の調達方法や、大量調理を前提とした調理方法及び調理
技術を新に開発するなど、学校給食の業務手順や実施方法等の仕組みを再構築
する。
【概要】
「伝統的食文化の継承」をテーマとして、地域で作られている料理、味を子ど
もたちに伝えていくために、学校給食センター（３施設）で、四万十町の郷土料
理を提供するためのモデルを検討する。

【実施内容】
おかみさん市の協力を得て、郷土料理の掘り起こしを行った。そのレシピを
もとに各給食センターで試作をし、大量調理が実施できるように分量や作業手
順を検討した。
郷土料理を学校給食で提供するために、調理員が郷土料理の味や使われる食
材について学ぶ「調理講習会」を実施した。
学校給食で提供した郷土料理が地域の味を再現できたものとなっているか、
６．事業の実施内
おかみさん市の方々と試食及び評価、検証を行い、レシピ集を作成した。
容
【事業費】
保険料 192,231 円 賃金 1,219,752 円 謝金 255,000 円 旅費(費用弁償)
167,530 円 印刷製本費 529,200 円 消耗品費 97,275 円 会議費 5,162 円
賄材料費 18,961 円 通信運搬費 26,326 円 手数料 79,380 円 通行料・駐車料
9,630 円
【給食での郷土料理実施回数】
地区名
９月
10 月
窪川
３
３
大正
２
２
十和
２
５

７．事業の成果

11 月
３
３
３

12 月
２
３
２

１月
２
２
２

合計(回)
13
12
14

郷土料理の作り方や使われている食材について、児童生徒の知識や理解が深ま
るように食に関する指導を実施した。
学校給食で提供した郷土料理を家庭でも作れるようにレシピ集としてまとめ、
児童生徒、家庭への普及・啓発を行った。
（レシピ集 Ａ４版 500 冊（都道府県教
育委員会・県内市町村教育委員会・県内学校給食調理施設・学校・関係団体等） Ｂ
５版 1000 冊（児童・生徒世帯数））
平成 30 年度も引き続き、窪川・大正・十和地区の郷土料理の味を給食で再現で
きるよう検討する。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 生涯学習課
基本方針
２
２．総合振興計画
政策目標
５
の位置付け
施 策 目 標 （12）
３．事業名

生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
生きがい・誇りを持てるまち
芸術文化・生涯学習・スポーツの推進

青少年地域活動事業（わんぱく学校事業）

４．決算額

１，４０５，７８７円
「生涯学習の町づくり」をめざして、町民の学習ニーズに応じた学習機会や情報を
提供し、子どもから高齢者まで全ての町民が「自らが自己を高めよう」とする学習
意欲を助長する施策を実施した。
■

学年・学校の違うこどもたちが、学校で体験することのない様々な社会活動や
幅広い年代との交流を通して、
「見たり・聞いたり・感じたり」という直接的な
５．事業の目的及
ことを体験することにより、豊かな個性と能力の伸長、「夢・希望・あこがれ」
び概要
を持ち自らが将来を考えることのできる力の醸成を図ると共に、異なる学校の
児童等との交流を通じて、「友情・規律・連帯」の精神を養う。
また、次代を担う子供たちが、わんぱく学校生や同世代の仲間たちと様々な活
動や指導者のサポート等の体験を通じて、これからのまちづくり、地域活動等の
リーダーとして活躍できる人材（青少年）の育成を図る。
■ 町内小学生（４・５・６年生）を対象に宿泊研修や体験学習を行う。
◇ 主な事業
① 小学６年生（入学者２４人）
・平成２９年 ８月２３日～２５日 出席者数 １３人
宿泊研修（愛媛県 大洲青少年交流の家・２泊３日）
・平成３０年 １月 ５日～ ６日 出席者数 ２４人
スキー研修（久万高原町・１泊２日）
② 小学５年生（入学者２９人）
・平成２９年 ８月 ２日～ ４日 出席者数 ２７人
宿泊研修（室戸青少年自然の家・２泊３日）
・平成２９年１２月 ９日
出席者数 １９人
６．事業の実施内
創作活動（陶芸教室）
容
③ 小学４年生（入学者２２人）
・平成２９年 ８月 ２日～ ４日 出席者数 １５人
宿泊研修（室戸青少年自然の家・２泊３日）
・平成３０年 １月１３日
出席者数 １１人
体験学習（山の日体験）
■

ジュニアリーダーの育成（入学者６人）
サポートとして町内の中高生を対象に募集、ジュニアリーダーとして、わんぱ
く学校事業へ参加し、その活動を通じてリーダーの育成を行う。

■

７．事業の成果

わんぱく学校生（小学生４・５・６年生児童）に学校では体験することのない
様々な社会活動・体験活動や幅広い年代の交流等への参加の場の提供すること
により、子どもたちの自主性や自立性を育むとともに、他校の児童との交流等を
図ることができた。
また、町内の中高生にサポート役として参加する場を提供することにより、
地域・集団活動等をリードできる人材（ジュニアリーダー）の育成も図ることが
できた。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 生涯学習課
基本方針
２
２．総合振興計画
政策目標
５
の位置付け
施 策 目 標 （12）
３．事業名

生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
生きがい・誇りを持てるまち
芸術文化・生涯学習・スポーツの推進

高齢者地域活動事業（シルバー大学）

４．決算額

７９０，５８１円
・
「生涯学習の町づくり」をめざして、町民の学習ニーズに応じた学習機会や情報
を提供し、子どもから高齢者まで全ての町民が「自らが自己を高めよう」とする学
習意欲を助長する施策を実施する。

５．事業の目的及
・講演会等の文化事業や軽スポーツへの参加の場を提供し、健康維持増進を図る
び概要
とともに仲間との出会いによる潤いの輪を広げ、高齢者の生きがいづくりを進め
る。また、人生で培った経験と知識を広く地域へ伝えることで波及させ地域のに寄
与する。
【主な活動】
①研修・講演会等
・開校式
平成 29 年 5 月 17 日
参加者数
61 人
マジシャン「まことら」さんによるマジックショー
・日帰り研修
平成 29 年 7 月４日
参加者数
37 人
モネの庭，高知城歴史博物館
・県外研修
平成 29 年 11 月 21，22 日 参加者数
25 人
大分県
・運営委員研修
平成 30 年 2 月 20 日
参加者数
11 人
高知県警察本部，高知城
６．事業の実施内
・閉校式
容
平成 30 年 3 月 27 日
参加者数 44 人
昭和の時代を振り返ろう「県民ニュース」ビデオ上映
②スポーツ・レクリエーション
・ゲートボール大会
平成 29 年 11 月 2 日
・グラウンド・ゴルフ大会
平成 29 年 12 月 5 日
③定期事業
・雪柳の会（詩）
・グラウンド・ゴルフ合同練習等

７．事業の成果

参加者数

17 人

参加者数

48 人

参加者数
参加者数

4 人（延べ数）
50 人（延べ数）

シルバー大学生に講演会や研修会、スポーツ・レクリエーション等への参加の場を
提供することにより、健康維持増進が図られたとともに仲間との出会いによる潤
いの輪を広げることができ、高齢者の生きがいづくりへの支援・推進が図れた。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 生涯学習課
基本方針
２
２．総合振興計画
政策目標
５
の位置付け
施 策 目 標 （12）
３．事業名

生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
生きがい・誇りを持てるまち
芸術文化・生涯学習・スポーツの推進

図書館管理運営費（読書活動推進事業）

４．決算額

７，４４２，１４６円

町民の読書活動や学習活動を支援するため必要な図書や資料の整備、情報の提
供等により、利便性の充実と蔵書の有効活用を図る。
５．事業の目的及 ■ 子どもたちに聞く力をつけ、言葉からイメージする力を育て、本に対する興味
を持たせることにより、本の世界の楽しさを伝えるとともに、肉声の温かさを感
び概要
じることで読み手と聞き手の交流を促進し、情操豊かな子どもの育成と読み聞
かせボランティアの拡大、技術力の向上を図る。
学校図書館との連携・協力・支援及び読書活動の更なる推進のために町立図書
館に臨時職員（１人）を配置
・町内の小中学校へ訪問し学校図書館の整備を行った。また、学校から依頼さ
れた廃棄本のデータ入力など訪問以外の業務も行った。
・児童を中心に読書通帳の配布を行い読書活動の推進に取り組んだ。
■ 専属職員（１人）の配置や専門的な知識を有する者による読み聞かせや読み聞
かせボランティアの育成・充実を図った。
① 読み聞かせ
・読み聞かせ（四万十町立図書館：月３回）
６．事業の実施内
・小学校への出張読み聞かせ（１２小学校：月平均４校）
容
・ブックスタートやセカンドブック事業などによる読み聞かせや本の配布を
行い図書館の利用者登録の推進を行った。（年６回：３９名）
② 読み聞かせボランティアの育成・充実
・読み聞かせボランティア勉強会（年１０回：延べ８３名）
・読み聞かせボランティア数
９０名（前年度比１人増）
■ 図書館大正分館に司書補助員(２人)を配置し、大正分館の運営業務を行った。
・読み聞かせ（大正分館：月３回）
・ALT や CIR による英語による読み聞かせや歌やゲームを取り入れたおはなし
会を開催し、小学生を中心に参加いただき好評を得た。（年２回：４４名）
■

■

７．事業の成果

学校図書館の整備ができたことにより、児童・生徒の利用促進が図れた。
読書通帳の活用により児童の読書意欲の増進が図れた。
■ 専属職員の雇用、専門的な知識を有する者による勉強会の受講により、読み聞
かせやおはなし会を通じて、児童・生徒に本に対する興味を持たせることができ
た。ブックスタート・セカンドブック事業による絵本の贈呈で、家庭内での親子
の時間の共有と情操豊かな子どもの育成に繋がる取組みができた。
■ 読み聞かせボランティアの研修、読み聞かせの実践等をすることにより、技術
力が向上している。学校・地域によりボランティアの充実の違いがあるため、不
足している地域の拡充が課題であるが、体制が整った小学校については、年間を
通して読み聞かせボランティアの活動を積極的に取り組むことができた。
■ 大正分館の貸出冊数などの利用実績が向上した。
（大正分館利用実績）
入館者
貸出冊数
平成 27 年度
5,584 人（465 人／月） 7,527 冊（627 冊／月）
平成 28 年度
7,124 人（593 人／月） 9,188 冊（765 冊／月）
平成 29 年度
7,106 人（592 人／月） 10,308 冊（859 冊／月）
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 生涯学習課
基本方針
２
２．総合振興計画
政策目標
５
の位置付け
施 策 目 標 （12）
３．事業名

生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
生きがい・誇りを持てるまち
芸術文化・生涯学習・スポーツの推進

文化的施設検討事業

４．決算額

２４１，５９０円
町文化の中心的役割を果たす施設としての図書館・美術館・郷土資料館などの文
化的施設の在り方や施設整備について検討し、町民の知識と芸術文化の向上を図
ることを目的とする。

５．事業の目的及
び概要

「四万十町文化的施設検討委員会」を開催し、文化的施設のあり方に関する協議
を行い、町内にある文化的施設（図書館・美術館・郷土資料館など）の現状把握と
県外の先進地事例の研修を行った。
（検討会 3 回、先進地視察 1 回）
６．事業の実施内
容

検討委員会において町内施設の現状把握や先進地視察を行うことにより文化的
施設の在り方について各委員が一定の共通認識ができた。今後、検討委員会におい
ての文化的施設の基本構想作成に向けての第一段階となる意見集約が図れた。

７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 生涯学習課
基本方針
２．総合振興計画
政策目標
の位置付け
施策目標
３．事業名

１

挑戦し続ける産業づくり

３

本物のおもてなしがあるまち

(６)

交流の促進

四万十川桜マラソン開催支援事業

４．決算額

１２，４５８，０００円（29 年度：9,164,000 円、29 繰：3,294,000 円）
適切な運動の実践を通して、健康で明るい人づくり・町づくりを目指し、町民すべ
てが参加可能なスポーツ活動を関係団体等と協働して計画実施するとともに健康
体力づくりの意欲を育てる取組みを実践する。
■

町民が企画運営に携わることにより、住民の融和を図るとともにフルマラソ
ンという競技を実施することで四万十町を全国へ発信し、スポーツを通じた交
流、流入人口の拡大による全町民の元気を醸成する。

５．事業の目的及
び概要

■

四万十川桜マラソン実行委員会（※）との協調
四万十川桜マラソン実行委員会との連携等を図ると共にその活動等に対して
支援を行う。
※ 四万十川桜マラソン大会を開催することで交流人口を拡大し、町の発展を
図るとともに、競技者間および大会スタッフ・関係ボランティアとの交流を深
めることにより四万十町の人や自然の美しさをアピールすることに加え、地
域住民の交流を活性化させ、町民融和の醸成による住民力の強化に寄与する
ことを目的として、事業を実施している。また、第７回大会より前夜祭を開催
している。

■ コース
窪川小学校前～ふるさと交流センター（42.195km）
第１０回大会
・ 実
施
日 平成３０年４月１日（日）
・
参
加
申
込
者
数 １，６３４人
６．事業の実施内
・ 出 走 者 数 １，３５３人
容
・ 事
業
費 25,750,558 円
・ 大 会 参 加 料 11,438,000 円 外補助金、協賛金等
・ 前
夜
祭 参加者数１６６人（第９回：１７０人）
■

７．事業の成果

大会運営について計画・準備等、各関係団体や地域住民と協働して進めること
ができ、住民の融和を図ることができた。前夜祭では、選手間・地域住民との交
流を深めることができ、四万十町のアピールもできた。
（参加者数等）
回数
年月日
申込者数（人）
出走者（人）
第１回 平成２１年４月５日
９２０
７９１
第２回 平成２２年４月４日
１，０７３
９０８
第３回 平成２３年４月３日
１，３００
中止
第４回 平成２４年４月１日
１，４９６
１，２５０
第５回
平成２５年４月７日
１，６０７
１，２８４
第６回
平成２６年３月３０日
１，６２９
１，２７８
第７回
平成２７年３月２９日
１，６３７
１，３０８
第８回
平成２８年３月２７日
１，６５５
１，４３５
第９回
平成２９年３月２５日
１，６４０
１，３７０
第 10 回 平成３０年４月１日
１，６３４
１，３５４
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 生涯学習課
基本方針
２
２．総合振興計画
政策目標
４
の位置付け
施 策 目 標 （７）
３．事業名

生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
まちの将来を担う人を育むまち
子どもを産み育てる環境の充実

多子世帯保育料等軽減事業

４．決算額

０円
多子世帯を応援し、経済的負担の軽減を図るため、児童（１８歳に達する日以降最
初の３月３１日までの間にある者）を２人以上養育している世帯の第２子以降の
保育料等を軽減することによって、安心して子どもを生み、育てる環境づくりに資
することを目的とする。

５．事業の目的及
び概要

【事業内容】
多子世帯の軽減的負担の軽減を図るため、児童（１８歳に達する日以降初の３
月３１日までの間にある者）を２人以上養育している世帯の第２子の保育料を
半額、第３子以降保育料を無料化する。
【対象施設】保育所（公立７か所、私立３か所）・認定こども園（公立１か所）
【補助対象】第２子以降児童（県補助対象は３歳未満第３子以降児童）
【実施方法】対象世帯に通知し保護者からの申請により対応
６．事業の実施内 【事 業 費】事業費（軽減額合計） 37,141,050 円
県負担
3,461,850 円
容
町負担
33,679,200 円
補助対象
３歳未満第３子以降児童 28 名 事業費 6,923,700 円
(補助率１/２ 県補助額 3,461,850 円 町負担金 3,461,850 円)
補助対象外 ３歳以上第３子以降児童 51 名 事業費 16,025,200 円
第２子半額児童 84 名
事業費 14,192,150 円

第３子以降児童の保育料無料化に加え、第２子児童の保育料半額を拡充実施する
ことにより、多子世帯の経済的負担を軽減させ、より保育所への入所がし易い環境
を整えることができた。
また、負担感の軽減が保育料の納付を促すことにも繋がり、現年度の保育料収納率
を向上させることができた。
７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 生涯学習課
基本方針
２
２．総合振興計画
政策目標
４
の位置付け
施 策 目 標 （７）
３．事業名

生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
まちの将来を担う人を育むまち
子どもを産み育てる環境の充実

一時預かり保育事業

４．決算額

５，８２７，９１６円
保護者のパート就労・疾病や災害等により、家庭において保育を受けることが一時
的に困難となる場合や、保護者の育児に伴う心理的・肉体的負担の軽減・リフレッ
シュのため、一時的な保育を実施することで子育て家庭に対する育児支援を図る。

５．事業の目的及
び概要

窪川地域では窪川地域子育て支援センターで、大正地域では認定こども園たのの
内の子育て支援センター、十和地域では昭和保育所内の子育て支援センターにて
実施している。
支援センターで行われるひろばや定期的な子育て通信により、本事業の周知を行
っている。
６．事業の実施内 リフレッシュ等による利用
容
延べ回数：２３家庭 ５１回

７．事業の成果

日常的な保育が必要な家庭については既に保育所へ入所しているため、緊急な場
合やリフレッシュ等に対応するため一時預かり保育事業を実施している。
年間延べ利用人数は年々増加しており、就労形態、傷病や出産、育児疲れ等に対応
する子育て支援施策として保護者の負担軽減に繋げることができている。
また、本事業は子育て支援センターにおいて実施しており、
「ひろば」等で保護者
同士の交流も行っている。核家庭が増えるなかで、子育ての悩みを一人で抱え込む
ことなく、相談・交流を行える場としての支援センター機能は、一時預かり事業も
含めて育児支援に貢献できている。
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主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 生涯学習課
基本方針
２
２．総合振興計画
政策目標
４
の位置付け
施 策 目 標 （７）
３．事業名

生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
まちの将来を担う人を育むまち
子どもを産み育てる環境の充実

放課後児童健全育成対策事業（放課後児童クラブ・放課後子ども教室）

４．決算額

５．事業の目的及
び概要

２７，４９３，９１５円
放課後及び夏休み等において、適切な遊びや生活の場を与えてその健全な育成
を図ることを目的とし１ヶ所の放課後児童クラブと１０ヶ所の放課後子ども教室
を実施している。

【放課後児童クラブ（うり坊クラブ）】
平均児童数
実施校
実施場所
窪川小学校
窪川小学校敷地内
５０人
補助金
放課後児童健全育成事業 3,409,000 円
【放課後子ども教室】
実施校
実施場所
登録児童数
昭和小学校
昭和小学校
１７
十川小学校
十川小学校
２０
川口小学校
立西町民会館
２８
窪川小学校
窪川小学校
７５
窪川小学校
旧口神ノ川小体育館
１１
６．事業の実施内
（旧口神ノ川小）
容
東又小学校
東又基幹集落センター ２９
影野小学校
旧影野保育所
１６
仁井田小学校
仁井田小学校
２６
七里小学校
小野川集会所
１８
田野々小学校
健康管理センター
１４
計
１０校
２５４人
補助金
放課後子ども教室推進事業
10,456,000 円

放課後の児童の安全確保はもとより様々な体験学習をする中で、集団生活の場に
おけるルールや防災訓練を通し地震に対する対策を学ぶことができ、児童の健全
な育成を図ることができた。
７．事業の成果
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主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 生涯学習課
基本方針
２
２．総合振興計画
政策目標
５
の位置付け
施 策 目 標 （11）
３．事業名

生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
生きがい・誇りを持てるまち
人権尊重の推進

人権教育推進事業（四万十町人権教育研究協議会との連携）

４．決算額

２，４８１，６３８円
すべての人が共に支え合い安心して生活できる地域づくりのために、基本的人権
の尊重と自由平等、人権尊重社会の確立を目指すため、生涯を通じた幅広い人権教
育の支援・推進する。

基本的人権の尊重と自由平等を基本理念として、幅広い人権教育の研究と実践に
取組み、人権文化を根付かせることを通じて人権を尊重するまちづくりを推進す
５．事業の目的及
ることを目的として組織され事業を実施している「四万十町人権教育研究協議会」
び概要
への補助金及び事務局支援を行うことで、四万十町の人権教育の方向性を創造す
るとともに、より一層の啓発教育活動を推進する。

人権教育・啓発等、人権を尊重するまちづくりをめざし、研修・勉強会を開催。
主な活動（研修会等）
・四万十町人権教育研究協議会 人権講演会「絶望から希望へ」
・窪川支部 講演「地域に広げる高齢者理解の輪」
研修会「人権教育の基本的な考え方と人権課題」
・大正支部 人権作文の発表・講演「絶望から希望へ」
・十和支部 講演「つながりと感動」を合言葉に地域を変える！
６．事業の実施内
人権尊重のまちづくりを進めるための活動を推進している団体への支援
容
・四万十町人権教育研究協議会
３０９，７９８円（事務局：生涯学習課）
・窪川支部
１，０８５，６３６円（事務局：専従）
・大正支部
２００，０００円（事務局：大正地域振興局
町民生活課）
・十和支部
８８６，２０４円（事務局：十和地域振興局
町民生活課）
人権教育に取組む四万十町人権教育研究協議会（窪川・大正・十和支部を含む）で
は、住民が参加しやすい方法を探り、身近な問題から人権を考えてもらう機会を作
った。また四万十町人権教育研究協議会が行う人権教育の研究・実践を奨励・支援
することで、人権教育の充実と連携が図られ、生涯学習の視点に立った総合的な人
権教育が図られた。
７．事業の成果
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 大正地域振興局 地域振興課
基本方針
２
生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
２．総合振興計画
政策目標
５
生きがい・誇りを持てるまち
の位置付け
施 策 目 標 （10） 住民主体の地域づくりの推進
３．事業名

中津川集落活動センター推進事業

４．決算額

２，６３４，８４０円

大正中津川地区は、地域の担い手の高齢化や施設設備の老朽化等により、このま
までは地域コミュニティや集落活動の継続が困難となる可能性が高く、地域にま
だ体力がある今こそこれからの地域づくりのための施設整備や体制強化、集落活
動の仕組みづくりを行い、今後予想される更なる過疎高齢化の波に備えていくこ
とが必要である。
集落としてさまざまな事業を複合的に行い、地域で助け合いながら集落の維持
５．事業の目的及 が行える小さな山間地域のモデル的な取り組みを検討し、高知県集落活動センタ
び概要
ー推進事業費補助金を活用して、中津川集落活動センター「こだま」の事業に取り
組む。

集落活動センター推進事業
（集落支援員報酬
（通信運搬費
（施設整備補助金
６．事業の実施内
容

７．事業の成果

2,634,840 円
1,992,000 円）
30,840 円）
612,000 円）

【財源内訳】
高知県集落活動センター推進事業補助金（1/2 以内） 1,306,000 円

以前から進めていた集落活動センター推進事業を活用し、前年度に引き続
き、施設の整備を行うとともに、集落支援員を継続して雇用し、センターの運
営体制の強化と確立を図った。
この集落活動センターは、大正中津川地域の拠点施設であり、地域のよりど
ころとして、小さな集落ではあるが高齢化の波にのまれることなく、これまで
の取り組みを継続して進めるとともに、地域が元気になる活動が引き続き展開
されることが期待できる。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 大正地域振興局 地域振興課
基本方針
２
生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
２．総合振興計画
政策目標
５
生きがい・誇りを持てるまち
の位置付け
施 策 目 標 （10） 住民主体の地域づくりの推進
３．事業名

大正地域まちづくり推進協議会

４．決算額

１１３，８５０円

大正地域では、少子高齢化と山間に散在する集落など地理的要因による問題が
数多く存在している。
福祉、教育、まちづくり、子育て、生活環境、担い手といった課題を住民相互が
理解し、地域全体の問題として共有し、自主的、主体的に取り組むコミュニティが
重要となっていることから、地域が一体となって地域の資産、特色、個性を活かし
たまちづくりを目指して取り組む。
５．事業の目的及
大正地域の持続的な発展及び次代の後継者の育成を目的として、平成 29 年度に
び概要
「大正地域まちづくり推進協議会」を設置し、運営する。

まちづくり推進協議会委員 ８名（公的団体等６名・公募委員２名）
7 月 26 日 第 1 回協議会 ・大正地域のまちづくりについて
10 月 3 日 第 2 回協議会 ・地元高校の振興策について（じゆうく。の視察）
12 月 6 日 第 3 回協議会 ・地元高校の振興策について（提言書まとめ）
６．事業の実施内
容

委員謝金
費用弁償

110,000 円
3,850 円

平成29年7月にまちづくり推進協議会を設置し、公的団体等と公募で選任され
た委員8名で大正の地域課題について協議を進めた。
なかでも、地域になくてはならない地元高校（四万十高校）の存続について考
える必要があるのでは、ということで委員の意見が一致し、地元高校の振興策に
ついて協議を重ね、提言書を作成し平成29年12月に提出した。
７．事業の成果
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平成２９年度
１．主管課（所） 十和地域振興局

地域振興課

基本方針
１
２．総合振興計画
政策目標
１
の位置付け
施 策 目 標 （１）
３．事業名

主要な施策の成果説明書

挑戦し続ける産業づくり
特色ある農林水産業を行かすまち
農畜産業の振興

四万十の栗再生プロジェクト推進事業

４．決算額

２，５１６，４００円

平成２１年度から、ＪＡ高知はた北幡ブロック管内の栗生産者や関係企業等が
連携して「四万十の栗再生プロジェクト」を立上げ、先進地の栽培方法の試行や新
植等を行いながら栗の産地化に取り組んできた。
その一つとして、岐阜県から栗の剪定士を誘致し、平成２８年度からは３カ年計
画で、生産者に対して剪定を初めとした栽培指導等を行い、品質向上と生産量の増
加を目指すものである。
５．事業の目的及
また、栗の高付加価値化を図り、産地再生に向けた機運を高めることを目的に、
び概要
平成２９年度（平成２８年度繰越）は、新たに栗ペースト加工施設の整備を実施し
た。

①四万十町柚子・栗園保全管理事業補助金
実施主体：四万十の栗再生プロジェクト協議会（事務局／ＪＡ高知はた）
実施内容：剪定講習会、栽培指導、品質管理研修等への補助事業
補助金額：１，０００，０００円
（事業費２，０００，０００円×補助率１／２以内）
６．事業の実施内 ②栗ペースト加工施設整備補助金
容
実施主体：しまんと新一次産業株式会社
事業内容：栗をペーストにする加工施設の整備（河内地区内）
補助金額：７０，８００，０００円
（補助対象経費１１８，０００，０００円×補助率６／１０以内）
※国費５／１０、県費１／１０

７．事業の成果

剪定等の補助事業では、多くの栗園で剪定指導等が実践された。剪定直後の収量
は一時的に落ちるが、数年前に剪定した園地では生産量が増加しており、平成２９
年度のＪＡへの全体出荷量は２割以上増加している。本年度も繰り返し剪定指導
等を行うことで、生産農家の技術と生産意欲の向上を図るとともに、生産数量の拡
大に努めていく。
また、新たに整備した栗ペースト加工施設については、栗の出荷開始後の竣工と
なったため一部の加工に留まったが、徐々に従業員の加工技術も高まっており、次
年度以降の成果に期待ができる。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 十和地域振興局 地域振興課
基本方針
２
生涯元気で郷土愛に満ちた人づくり
２．総合振興計画
政策目標
５
生きがい・誇りを持てるまち
の位置付け
施 策 目 標 （10） 住民主体の地域づくりの推進
３．事業名

十和地域まちづくり推進協議会

４．決算額

１１４，４１０円

十和地域では、少子高齢化と山間に散在する集落など地理的要因による問題が
数多く存在している。
福祉、教育、まちづくり、子育て、生活環境、担い手といった課題を住民相互が
理解し、地域全体の問題として共有し、自主的、主体的に取り組むコミュニティが
重要となっていることから、地域が一体となって地域の資産、特色、個性を活かし
たまちづくりを目指して取り組む。
５．事業の目的及
十和地域の持続的な発展及び次代の後継者の育成を目的として、平成 29 年 3 月
び概要
に設置した「十和地域まちづくり推進協議会」の運営を行う。

まちづくり推進協議会委員 １０名（公的団体等６名・公募委員４名）

６．事業の実施内
容

8 月 10 日 第 2 回協議会 ・山間地域の交通手段等について
1 月 31 日 第 3 回協議会 ・山間地域の交通手段等について
・十和地区遊び場の環境整備町民構想について
3 月 19 日 第 4 回協議会 ・山間地域の交通手段等について（まとめ）
・未就学園児の一時保育、子どもの習いごとの場
づくり、雨天時の子どもの遊び場づくりについ
て
委員謝金
費用弁償

７．事業の成果

110,000 円
4,410 円

十和地域における緊急課題としてテーマに掲げた「山間地域の交通手段等」に
ついて協議を重ね、平成30年3月19日に協議会から町長へ意見書を提出。タクシ
ー事業の存続に向けた支援策や新たな移動手段の確保に向けた取組み等を求める
意見が出された。
その後、平成30年6月29日に十和地域でＮＰＯ主催、社会福祉協議・町の共催
によって県外から講師を招いて「移動サービス研修会」を開催するなど、新たな
動きが生まれつつある。
また、子育てに係る協議も行い、今後は日曜保育等についても協議を行ってい
くこととなっている。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 大正診療所
基本方針
３
２．総合振興計画
政策目標
８
の位置付け
施 策 目 標 （19）
３．事業名

日本が誇る四万十川流域の環境づくり
安全で快適な暮らしができるまち
安全・安心の確保

ＢＣＰ（事業継続計画）に基づく災害時対策事業

４．決算額

０円

災害時医療救護所である大正診療所は、災害発生時における「医療救護所の開設
～運営」又は「業務の継続及び早期の回復」ができる、災害に強い診療所の実現を
図るために、ＢＣＰ（事業継続計画）を平成２９年３月１日に策定し、平成２９年
５．事業の目的及 ４月１日から運用している。
び概要
ＢＣＰ推進委員会を設置し、事業継続体制、その他方針決定や見直しを行い、訓
練を通して得られた課題の検証➝改善➝実施を繰り返すことで、より実効性のあ
るＢＣＰの継続した見直しと訓練による災害対応力の向上を図る。
１．大正診療所ＢＣＰ推進委員会の開催
① 委員：所長、副所長、事務長、看護長、病棟代表、外来代表、受付代表、
リハ室代表、主幹
② ５月２２日（９名）
１１月２７日（９名）
３月 ５日（７名）
２．訓練等の実施～大正診療所全職員対象に訓練及び作業を実施した。
① トリアージ、ロジスティクス訓練
実施日：６月１７日(土) 9：00～12：00
参加者：１５名
６．事業の実施内
内 容：座学・トリアージ訓練・ロジ訓練（通信訓練、クロノロジー訓練）
容
② 医療救護活動訓練
実施日：７月２９日(土) 13：00～16：00
参加者：２０名
内 容：医療救護所立ち上げ訓練（地震発生から各エリアの立ち上げ）
③ ガラス飛散防止フィルム貼作業の実施
実施日：10 月 28 日(土)、11 月 25 日(土)、12 月 16 日(土)、1 月 20 日(土)
2 月 17 日(土)、3 月 31 日(土) ［時間：9：00～12：00］
参加者：１回あたり平均 7 名
内 容：・病室等のガラスにフィルムを貼る作業
・年度末進捗状況＝２４％（129 枚中 31 枚済）
１．推進委員会を開催し、訓練の振り返りを行うことで課題や改善点が明確とな
り、計画内容の見直し（より実効性の高いものにバージョンアップ）すことがで
きた。（今後も継続して行う。）
７．事業の成果

２．訓練を実施することで職員の危機管理意識が高まるとともに、積極的、効率的
に行動することができるようになってきた。
３．防災意識が高まったことで、職員自ら飛散防止フィルムを貼るといった、事前
対応にも配慮することができるようになった。
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平成２９年度

主要な施策の成果説明書

１．主管課（所） 十和診療所
基本方針
２．総合振興計画
政策目標
の位置付け
施策目標
３．事業名

３

日本が誇る四万十川流域の環境づくり

８

安全で快適な暮らしができるまち

(19)

安全・安心の確保

ＢＣＰ（事業継続計画）策定事業

４．決算額

０円
災害時医療救護所である十和診療所のＢＣＰ（事業継続計画）を策定し、災害発
生時における「医療救護所の開設～運営」又は「業務の継続及び早期の回復」がで
きる、災害に強い診療所の実現を図る。

５．事業の目的及
び概要

１．十和診療所ＢＣＰ（事業継続計画）策定委員会の開催
① 委員：所長、事務長、看護長、理学療法士、看護師３、主査
② ８月３１日（７名）
１０月３０日（７名）
２月１４日（８名）
２．上記３回の策定委員会で、平成２８年度に策定済の「大正診療所ＢＣＰ」を基
に、十和診療所に合ったＢＣＰ（事業継続計画）を策定した。
６．事業の実施内
容
３．策定日 平成３０年２月１４日
４．補足
本町の災害時「医療救護所」は、下記の３施設である。
① 農村環境改善センター
② 大正診療所
③ 十和診療所

１．十和診療所ＢＣＰ（事業継続計画）を策定することにより、災害に適切
に対応できる体制が整った。
２．策定にあたり、診療所職員全員が協議・確認しながら作成したことで、職員の
危機管理意識を高めることができた。

７．事業の成果

３．次年度の計画
① ＢＣＰ推進委員会を設置
② ＢＣＰに基づいた訓練の実施
③ 必要な資材の確保、保管
④ 訓練等による評価、課題の洗出し等によるＢＣＰの見直し
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