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平成３０年度　成果報告書整理体系及び区分

区分等 区分等

１ 1 主要施策について 1 （３） 防犯啓発活動 38

総論 2 9 （４） 特殊詐欺等被害防止のための機器購入費に対
する補助金創設 38

（１） 歳入の状況 9 6 消防 38

（２） 歳出の状況 10 （１） 消防団体制 38

（３） 財政の状況 11 （２） 行事等 38

（４） 財政状況の総括及び今後の対応 12 （３） 火災等出動状況 39

（財政規模の推移等関係グラフ） 13 （４） 消防学校入校 39

２ 議会・監査総括 19 （５） 消防水利の整備 39

議会事務局 1 議会関係 20 （6） 消防施設の整備 39

所管 （１） 議会の開催状況 20 7 防災 40

（２） 議会の議決状況 20 （１） 防災訓練 40

（３） 委員会開催状況 21 （２） 防災行政無線(同報系) 40

（４） 請願・陳情関係 22 （３） 防災行政無線(移動系) 40

（５） 議会だより（広報なぎそ） 22 （４） 水防対策費 40

（６） 主要議会活動等 22 （５） 防災倉庫の建設 41

（７） 表彰関係 23 （６） 防災備蓄品の購入 41

（８） 議会構成 23 （７） 国土交通省と災害時の避難所の開設、食糧等の
提供に関する協定を締結 41

2 監査関係 25 8 交通安全 42

（１） 監査委員 25 （１） 活動内容 42

（２） 監査実施状況 25 （２） 交通安全施設の整備 42

（３） 監査委員研修 25 （３） 交通事故発生状況（町内） 42

（４） 表彰関係 25 9 管理関係 43

（５） その他 25 （１） 財産管理関係 43

３ 総務課総括 27 （２） 公の施設に係る指定管理関係 43

総務課 1 職員関係 29 （３） 公共施設等総合管理計画 44

所管 （１） 職員の配置状況 29 （４） 公共用施設等工事関係 45

（２） 一般職員の採用・退職状況 29 （５） 建物災害共済加入状況 45

（３） 職員数の推移 29 （６） 公有自動車損害共済加入状況 45

（４） メンタルヘルス支援事業の実施 30 10 財政関係 46

（５） 人事評価制度の実施 30 （１） 予算の編成状況(一般会計） 46

2 庶務関係 31 （２） 普通会計の決算状況 50

（１） 条例・規則の制定改廃の状況 31 （３） 町債の発行状況 53

（２） 広報関係 31 （４） 決算カード 56

（３） 情報公開及び個人情報保護関係 32 ４ 税務会計課総括 57

（４） 電子自治体関係 32 税務会計課 1 税務関係 58

（５） 電算化事務関係 32 所管 （１） 町税の収入状況 58

（６） 電算業務費用関係 33 （２） 各税目ごとの調定額と収入済額の状況 59

（７） 窓口業務時間延長関係 34 （３） 滞納の状況 65

（８） 庁舎管理関係 34 （４） その他業務の内容 65

3 自治振興関係 35 （町税徴収実績一覧） 67

（１） 区長会開催 35 　　（参考　町税・料金等滞納状況） 68

（２） 区長配布 35 ５ もっと元気に戦略室総括 69

（３） 自治会活動保険 36 もっと元気に 1 企画関係 71

（４） 表彰関係 36 戦略室 （１） 計画策定状況 71

（５） 中信地域町村交通災害共済 36 所管 （２） まちづくり会議・地域振興協議会等の開催状況 71

4 選挙関係 37 （３） 木曽森林管理署南木曽支署との行政懇談会 72

（１） 選挙管理委員会開催状況 37 （４） 木曽下伊那・中津川地域県際交流協議会 72

（２） 定時登録日における名簿登録者数 37 （５） 入札参加資格審査委員会 72

（３） 選挙の執行状況 37 （６） 定住、空家対策の検討 73

5 防犯 38 （７） 広報 75

（１） 防犯協会 38 （８） 地域発元気づくり支援金事業（町内分） 76

（２） 防犯灯設置 38 （９） 補助事業等つなぎ資金貸付 76

　　　　　　　　　　　（目次）　　　No1

決算について（普通会計）

ﾍﾟｰｼﾞ事業内容 事業内容ﾍﾟｰｼﾞ



平成３０年度　成果報告書整理体系及び区分

区分等 区分等

3 環境関係 175 （３） 文化財保護審議会関係 204

（１） ごみ処理関係 175 （４） 埋蔵文化財 204

（２） 環境美化関係 176 （５） 調査、記録等 204

（３） し尿・火葬関係 177 （６） 関係団体等 204

（４） 墓地の許可関係 178 （南木曽町の文化財） 205

（５） 霊園分譲関係 178 6 妻籠宿保存事業 205

（６） 飼犬登録関係 178 （１） 妻籠宿保存事業 205

（７） 再生可能エネルギー関係 178 （２） 重要伝統的建造物群保存地区保存事業 206

（８） 地球温暖化対策関係事業 178 （３） その他保存事業関連 206

（９） リニア関係 179 （文化財保存関係事業一覧） 207

4 上下水道関係事業 180 7 南木曽町博物館関係 208

（１） 簡易給水施設関係 180 （１） 職員体制及び入館実績 208

（2） 下水処理関係 181 （２） 博物館運営協議会関係 208

９ 教育委員会総括 183 （３） 特別展の開催について 208

教育委員会 1 教育委員会関係 184 （４） 博物館関係の主な活動等 208

所管 （１） 教育委員会関係 184 （５） 視察、研修会受入 209

（２） 総合教育会議 184 （６） 博物館設備関係の維持修繕関係 209

（３） 研修等 184 （７） 南木曽町博物館の収支の状況 210

（４） 教育相談関係 184 （８） 南木曽町博物館維持保全基金利子積立 210

（５） いじめ対策委員会 184

（６） 南木曽町教育委員会後援事業 185

2 学校教育関係 185 １０ (事業の特徴） 211

（１） 学級編制、児童・生徒数等 185 国民健康 1 収支の状況 212

（２） 通学対策 185 保険事業 2 支払準備基金の状況 215

（３） 防犯、安全関係 186 3 事業の実績関係 216

（４） 国際化･交流関係 186 １１ 1 収支の状況 223

（５） 就学援助費 187 簡易水道 2 事業の実績 225

（６） 学校給食 187 事業 3 地方債の状況 228

（７） セカンドブック・サードブック事業 187 229

（８） 学校教育関係の会議等 187 １２ 1 指定管理者制度 231

（９） 学校関係負担金、補助金等 188 町営妻籠宿 2 収支の状況 231

（１０） 高校に関すること 188 有料駐車場 3 事業の実績 232

（児童・生徒数、教職員数） 189 事業 4 地方債の状況 233

（総務学校関係建設事業一覧） 190 １３ 1 収支の状況 235

宅地造成 2 事業の実績 236

3 生涯学習・公民館活動 191 事業

（１） 社会教育委員・公民館運営審議会関係 191 １４ 1 収支の状況 237

（２） 南木曽町公民館事業 191 下水道 2 事業の実績 238

（３） 家庭教育・子育て支援関係 192 事業 3 地方債の状況 241

（４） 青少年育成関係 192 （下水道関係事業一覧） 242

（５） 人権教育関係 193 １５ 1 収支の状況 243

（６） 教育委員会事業関係 193 農業集落 2 事業の実績 244

（７） 施設関係 194 排水事業 3 地方債の状況 246

（８） 児童福祉 194

4 生涯スポーツ事業 199 １６ 1 収支の状況 247

（１） 社会体育推進会議、団体等 199 浄化槽市 2 事業の実績 248

（２） 社会体育施設利用状況 201 町村整備 3 地方債の状況 251

（３） スポーツ大会・教室・行事等 201 推進事業 252

（生涯学習関係事業一覧） 203 １７ (収支決算の状況） 253

5 文化財保護事業 204 後期高齢者 1 収支の状況 253

（１） 国・県指定文化財関係 204 医療事業 2 事業の実績 254

（２） 町指定文化財等保護事業 204
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（浄化槽市町村整備推進事業一覧）

事業内容 ﾍﾟｰｼﾞ 事業内容 ﾍﾟｰｼﾞ

特  別  会  計

（施設更新改良事業・災害復旧事業一覧）





平成３０年度　成果報告書整理体系及び区分

区分等 区分等

（１０） 地域バス対策関係 76 2 観光 127

（１１） 木曽広域ケーブルテレビ整備事業 78 （１） 観光行事、イベント関係 127

（１２） 男女共同参画 78 （２） 広告宣伝関係 128

（１３） 地域活動助成事業 78 （３） 観光施設 128

（１４） 電源立地地域対策交付金事業 79 （４） 広域観光連携の取り組み 130

（１５） リニア中央新幹線への対応 79 （５） 観光協会等 130

（１６） ふるさと南木曽応援支援金 80 3 地域交流 131

（１７） 地域おこし協力隊 81 （商工観光関係事業一覧） 133

（１８） 地方創生関係 82 4 農政関係 134

（１９） 農泊推進事業 83 （１） 農業委員会事務局関係 134

（２０） 南木曽町公民館妻籠分館建設検討 83 （２） 農業振興関係 135

2 行政改革関係 84 （農政関係事業一覧） 140

3 統計調査 90 5 農村整備関係 141

６ 住民課総括 91 （１） 町単小規模修繕事業 141

住民課 1 戸籍住民基本台帳事務関係 93 （２） 土地改良施設維持管理適正化事業 141

所管 （１） 戸籍 93 （３） 農地農業用施設災害復旧事業 141

（２） 住民基本台帳 93 （４） 県単緊急農地防災事業 141

（３） 中長期在留者及び特別永住者（外国人） 94 （５） 農村地域防災減災事業 141

（４） 住民基本台帳ネットワークシステム 95 （６） 小水力利活用促進事業 141

2 福祉関係 96 （７） 農業遺産魅力発信事業 141

（１） 社会福祉関係 96 （８） 国土調査事業 142

（２） 老人福祉関係 97 （国土調査実施地区一覧） 142

（３） 障害者福祉関係 98 （９） 多面的機能支払交付金 143

（４） ひとり親家庭福祉関係 100 （農村整備事業一覧） 144

（５） 児童福祉 100 6 林務 146

（６） 戦没者遺族援護 101 （１） 林業振興関係 146

（７） 地域コミュニティ施設「のどか」 101 （２） 町有林関係 148

（８） 福祉医療給付状況 102 （３） 林道開設・改良等事業 148

3 介護保険事業 103 （４） カモシカ対策事業 148

（１） 一般事項 103 （５） 森林病害虫等防除対策事業 149

（２） 地域包括支援センター 103 （６） 有害鳥獣駆除事業 149

（３） 介護予防・日常生活総合支援総合事業 104 （７） 忠犬事業 149

（４） 包括的支援事業及び任意事業 105 （８） 治山事業 150

（５） 権利擁護関係 108 （９） 災害復旧事業 150

（６） 包括的支援事業社会保障充実分 108 （林務関係事業一覧） 151

（７） 実績関係 110 ８ 建設環境課総括 157

4 国民年金関係 113 建設環境課 1 建設関係 160

（１） 年金加入状況 113 所管 （１） 道路関係 160

（２） 年金受給状況 113 （２） 砂防・河川・災害関係 160

（３） 収納率 113 （３） 負担金関係等 161

5 保健衛生関係 114 （４） 町道台帳整備 161

（１） 感染症予防 114 （５） 諸申請手続き 161

（２) 母子保健 116 （建設関係事業一覧） 162

（３） 成人保健 118 （同盟会及び協議事業負担金等） 171

（４） 精神保健 120 2 住宅関係 172

（５） その他 120 （１） 町営住宅管理状況 172

７ 産業観光課総括 123 （２） 住宅資金貸付業務 172

産業観光課 1 商工 125 （３） 住宅建設の状況 172

所管 （１） 商工振興 125 （４） 住宅改善の状況 173

（２） 消費生活 127 （５） 諸申請手続き 173

（３） 運輸関係 127 （６） 木造住宅耐震改修補助事業 173

（４） 地元特産品の宣伝開発等 127 （７） 住宅リフォーム補助事業 173

（住宅関係事業一覧） 174
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ﾍﾟｰｼﾞ事業内容 事業内容ﾍﾟｰｼﾞ


