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第２次志摩市総合計画・後期基本計画　実施計画

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

・・・ ・・・

基本理念

まちの将来像

６つの基本目標

１．自然とともに生きるまちづくり

２．安全・安心なまちづくり

３．産業が元気なまちづくり

４．誰もが健やかで助け合うまちづくり

５．人と文化を育むまちづくり

６．市民のために市民と築くまちづくり

　計画期間は３年間で、毎年見直しを行います。

年度

　この実施計画は、第２次志摩市総合計画・後期基本計画【令和3（2021）年度～令和7（2025）
年度】における基本構想及び基本計画に基づく主要な事業を実施計画事業として掲載しており、
これらの事業を中心に各分野の事業を展開し、計画的・効率的なまちづくりを推進していきます。

１．実施計画

２．計画期間

◆基本構想・・・市の目指すべき将来像及び将来像を実現するための基本理念等を示したもの

基本
構想

基本計画に定めた基本目標に基づき、新規又は継続して実施する主要な事業の概要、事業費、
事業期間等を記載しています。

◆基本計画・・・基本構想を実現するための施策の基本的な方針等を体系的に整理したもの

◆実施計画・・・基本計画の具体的な実施に関して策定する計画

自然と共生するまち　　・ 市民が誇りをもてるまち ・　　次世代につながるまち

住む人支え　来る人迎える　豊かな里と海のまち

基本
計画

実施
計画

第２次総合計画 基本構想（10年）

前期基本計画（5年）

実施計画（3年）

実施計画（3年） 実施計画（3年）

実施計画（3年）

後期基本計画（5年）

実施計画（3年） 実施計画（3年）
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１．自然とともに生きるまちづくり

R5 R6

1
公用車管理経費
（電気自動車購入）

　地球温暖化の原因となる二酸化炭素などの温室効果ガスの排
出抑制を図るため、電気自動車（1台）を導入します。

3,737 〇 〇 R4～
スマート改革・
資産経営課

2
本庁舎照明設備
ＬＥＤ化改修事業

　地球温暖化の原因となる二酸化炭素などの温室効果ガスの排
出抑制を図るため、市役所本庁舎の蛍光灯照明器具をＬＥＤ照明
器具に交換します。

【事業内容】
　本庁舎照明設備ＬＥＤ化改修工事実施設計業務

1,463 〇 〇 R4～R6
スマート改革・
資産経営課

3
ゼロカーボンシティ
推進事業

　２０５０年までに市域からの温室効果ガス排出量の実質ゼロを
めざし、脱炭素ロードマップ及びアクションプランを柱とするゼロ
カーボンシティ推進計画を策定します。

10,118 〇 〇 R4～ 総合政策課

4 脱炭素化対策事業

　自然環境の保全及び地球温暖化対策の推進に向けて、マイボト
ル等で給水できる環境の整備や市オリジナルマイボトルの販売を
通じた市域内における脱炭素化の機運醸成、ペットボトル等のプ
ラスチック製品の使用抑制に取り組みます。

・令和4年度設置予定台数　学校、公民館などの公共施設へ13台
・マイボトル作成予定本数　300本（容量300ml）

813 〇 〇 R3～
環境・ごみ

対策課

5 浄化槽設置整備事業

　生活排水の適正処理に向け、合併処理浄化槽の設置を推進する
ため、設置費用(個人）の一部を補助します。
　また、単独処理浄化槽又は汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ
の転換に係る撤去費用及び配管費用等の一部を補助するととも
に、令和４年度からは、単独処理浄化槽を撤去せず、雨水貯留槽
等へ再利用する場合、汲み取り便槽から転換する場合の撤去費
用の一部を補助対象に追加します。

38,607 〇 〇 H16～
環境・ごみ

対策課

6
森林資源地域循環
活用事業

　森林のもつ多面的機能の持続的な発揮と保全に向けて、森林環
境譲与税を活用して、森林の適切な管理を実施していきます。

【主な事業内容】
　・森林バンク制度のための境界確認業務
　・浜島町南張地内の調整伐（間伐）事業
　・炭焼き技術者育成講習会

23,190 〇 〇 R1～ 農林課

担当部署№
事業
期間

事業名 事業概要
R4

事業費
（千円）

計画年度
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２．安全・安心なまちづくり

R5 R6

1
地域公共交通一般
経費
（交通懇談会開催）

　地域の公共交通に関する現状と課題、移動支援に関する住民・
交通事業者・行政の協働等について話し合う住民懇談会を開催
し、公共交通を守り支えるために、住民・交通事業者・行政のそれ
ぞれができること、やらなければならないことを話し合い、持続
可能な公共交通体系の構築を図ります。

【開催予定】
　地域別住民懇談会5回(5町)/地区別住民懇談会10回(10地
区)

268 〇 ー R4～R5 総合政策課

2

路線バス運行維持
事業
（志島循環線等乗
降調査）

　阿児地域の志島循環線・安乗線の２ルートの定時定路線バスに
ついて、住民懇談会による各地区の課題把握に加え、乗降調査を
実施して具体的な利用状況を確認した上で、ルート重複の解消な
ど、効率的で持続可能な運行形態の検討を行い、路線の再編成を
進めます。

1,041 ー ー R4 総合政策課

3
自宅生活支援品
給付事業

　新型コロナウイルス感染症の感染のおそれがあり、自宅待機を
要請された者等に対し、自宅生活支援品を給付することで自宅生
活の維持を支援するとともに、感染防止を図ります。

【事業内容】
  自宅生活支援品の給付
　　基本セット：自宅待機期間に応じた食料品
  　オプション：感染防止用品・介護用品・乳幼児対応商品等

1,557 ー ー R3～R4 地域福祉課

4
志摩幼保園高台
移転事業

　南海トラフ地震など大規模災害への備えを強化するため、津波
浸水想定区域内にある志摩幼保園園舎を高台（旧布施田小学校
跡地）へ新築移転します。
　
【事業内容】
　地質調査、用地測量、建築・道路工事実施設計、用地購入

49,479 〇 ー R2～R5 こども家庭課

5
新型コロナウイルス
感染症対策事業

　新型コロナウイルス感染症対策の充実・強化に向けて、折込チラ
シ等を活用した、対策等に関する市民向けの情報提供・啓発に取
り組みます。また、コロナ感染症予防物品、手指消毒用アルコール
の購入及び備蓄を行います。

940 ー ー R2～R4 健康推進課

6
地域外来・検査事
業

　新型コロナウイルス感染症に関する検査機能を維持するため、
「志摩地域外来・検査センター」を引き続き運営します。

15,535 ー ー R2～R4 健康推進課

7
新型コロナワクチン
接種事業

　新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を迅速かつ円滑に実
施するための体制を整備します。

【主な事業内容】
　〇追加（３回目）接種対象者ワクチン接種
　〇１２歳以上の未接種者及び新規対象者ワクチン接種

127,056 ー ー R2～R4 健康推進課

8

予防接種事業
（インフルエンザ予
防接種無償化事
業）

　感染すると重症化するリスクの高い下記対象者の季節性インフ
ルエンザの予防接種に係る費用を無償化することにより、接種率
を高め、インフルエンザの重症化及びそのまん延の予防を図ると
ともに、新型コロナウイルス感染症対策に取り組む医療機関の負
担の軽減を図ります。

【事業内容】
対象者：①生後６か月～１５歳以下（中学３年生）
　　　　　②高齢者インフルエンザ対象者
実施内容：市内医療機関の場合は、医療機関窓口負担なし。
　　　　　　市外医療機関で接種する場合は事前に連絡をもらい、
　　　　　　必要書類を医療機関に送付してから接種を行う。

36,241 ー ー R4 健康推進課

9
畔名排水機場排水
ポンプ改良事業

　浸水被害の軽減に向けて、経年劣化により排水能力が低下して
いる畔名排水機場の排水ポンプの更新を実施します。

15,485 ー ー R４ 農林課

計画年度
担当部署№

事業
期間

事業名 事業概要
R4

事業費
（千円）
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R5 R6

計画年度
担当部署№

事業
期間

事業名 事業概要
R4

事業費
（千円）

10
農村地域防災減災
事業

　決壊等した際に下流域に影響を及ぼす恐れがある農業用ため
池について、堤体等の安全性を評価するための各種調査を実施
します。また、改修が必要なため池を選定し、実施計画の策定、整
備事業へと繋げる取組を計画的に進めていきます。

【事業内容】
　ため池整備実施計画策定業務
　ため池危険性評価業務
　ため池地質調査業務

74,228 〇 〇 R4～ 農林課

11
漁港津波避難施設
整備事業

　南海トラフ地震など大規模災害への備えを強化するため、志摩
市津波避難計画に準じた和具漁港津波避難施設の整備工事を実
施します。

【事業内容】
　和具漁港津波避難施設整備工事

113,565 ー ー R1～R4 水産課

12
道路維持修繕経費
（交通安全対策工
事費）

　車両通行及び高齢者や小中学生等歩行者の安全確保に向け
て、車道中央線（破線・白）や外側線等の区画線が不明瞭な個所の
修繕を実施します。

【事業内容】
　交通安全対策工事

5,000 〇 〇 R4～ 建設整備課

13 道路新設改良事業

　市道の機能を維持向上させるため、道路改良、側溝整備、舗装
改修などを自治会要望を踏まえながら計画的に行います。
　
【事業内容】
　市内各地で３４箇所の測量設計・工事等を予定
　主な工事　志摩町地内の市道片田御座線の舗装工事
　　　　　　　　阿児町鵜方地内の市道宮坂線の舗装工事

263,340 〇 〇 H16～ 建設整備課

14 橋梁長寿命化事業

　市道上で管理する橋梁について、建設からかなりの年数が経過
しており、放置しておくと重大な事故を引き起こす恐れがあるた
め、橋梁の状態を点検して修繕計画を作成し、その計画に基づい
て工事等を行います。

82,800 〇 〇 H23～ 建設整備課

15
木造住宅耐震化等
支援事業

　地震に強いまちづくりを進めるため、志摩市耐震改修促進計画
に基づき、市内の旧耐震基準木造住宅の耐震診断を実施します。
　また、診断の結果、耐震性の低い住宅について、耐震補強設計
及び耐震補強工事に対する費用を補助し、空き家住宅について
は除却費用の補助を実施します。

【主な事業内容】
　・木造住宅の無料耐震診断
　・木造住宅の耐震補強設計のための補助
　・木造住宅の耐震補強工事のための補助
　・木造住宅空き家の除却工事のための補助

14,900 〇 〇 H16～ 営繕室

16 空家等対策推進事業

　安全で快適な生活環境を確保するため、適切な管理が行われて
いない空家等について、所有者等への指導や啓発を実施します。
また、利活用可能な空家等については、有効活用を促進するなど
総合的かつ計画的な空家等対策に取り組みます。

【主な事業内容】
　・空家等対策計画の実施に関する協議を行う「志摩市空家等
　　対策協議会」の運営
  ・公民連携による空家等に関する施策等を促進するための協議
　　を実施する「志摩市空家等利活用推進会議」の運営
　・市内の危険な空家等の所有者の調査や必要な措置の実施
　・空き家相談会の開催
　・空家等対策に関する啓発チラシの配布

2,840 〇 〇 H28～ 営繕室

17 空家等除却推進事業

　安全で快適な生活環境を確保するため、志摩市空家等対策計画
に基づき、そのまま放置すれば周辺環境に悪影響を及ぼし続ける
特定空家等の除却を促進します。

【主な事業内容】
　・特定空家等の除却工事のための補助

1,100 〇 〇 R3～ 営繕室
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R5 R6

計画年度
担当部署№

事業
期間

事業名 事業概要
R4

事業費
（千円）

18
公営住宅等長寿命化
整備事業

　老朽化した市営住宅を、長く、安全かつ快適に使用していくた
め、志摩市公営住宅等長寿命化計画に基づき、屋根や外壁の改
修、雨水管の取替等の工事を実施します。

【主な事業内容】
　・市営住宅寺山団地長寿命化型改善工事
　・市営住宅石塚団地長寿命化型改善工事

51,425 〇 〇
H23～
R13

都市計画課

19
消防自動車購入事業
（常備消防費）

　消防力の充実強化を図るため、志摩市消防本部車両更新計画
に基づき、水槽付き消防ポンプ自動車ほか、常備消防車両を更新
します。

【主な事業内容】
・更新車両：水槽付き消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ付き積
載搬送車、火災調査車、消防団担当車

79,016 〇 〇 R3～ 消防総務課

20 火災予防活動事業
　地域に根差した火災予防を推進するため、火災予防に係る専門
的な人材の育成、防火啓発活動の充実、消防法違反対象物の是
正に取り組みます。

1,966 〇 〇 R3～ 予防課

21
消防自動車購入事業
（非常備消防費）

　消防力の充実強化を図るため、志摩市消防本部車両更新計画
に基づき、可搬ポンプ付き軽積載車を更新します。

【主な事業内容】
・更新車両：可搬ポンプ付き軽積載車　２台

16,291 〇 〇 H16～ 消防総務課

22
志摩消防署分署
高台移転事業

　南海トラフ地震など大規模災害への備えを強化するため、津波
浸水想定区域内にある分署庁舎について、高台への早期移転に
取り組みます。

【主な事業内容】
　【志摩消防署分署高台移転に伴う実施設計業務】
　・志摩消防署志摩分署新築工事
　・志摩消防署磯部分署新築工事

60,505 〇 ー R4～R5 消防総務課

23
志摩消防署
大王分署改修事業

　消防体制の充実強化を図るため、経年劣化が進んでいる大王分
署の改修工事を行い、施設の長寿命化を図ります。

【主な事業内容】
　〇志摩消防署大王分署改修工事
　　・防水工事(ウレタン塗膜防水、下地処理等)
　　・外壁工事(ひび割れ・欠損部補修、外壁目地シーリング等)
　　・樋工事

16,864 ー ー R4 消防総務課

24
災害対策用備蓄
食料購入事業

　自助・共助により賄われる備蓄物資を補完するため、備蓄・調達
を行います。南海トラフ地震等の大規模災害に備え、三重県地震
被害想定結果における過去最大クラスの地震での想定避難所避
難者約15,000人の3日分の食料、飲料水を志摩市備蓄計画に
基づいて購入します。

【購入内容】
　アルファ化米（アレルギー対応含む）、ビスケット・クラッカー等類
（アレルギー対応含む）、乳児用液体ミルク、育児用調製粉乳（アレ
ルギー対応）、飲料水

8,681 〇 〇 H16～
防災危機管理

室

25
避難所運営用品
購入事業

　志摩市備蓄計画に基づき、円滑な避難所運営が行えるよう、発
災から3日間を想定した公助による備蓄・調達を進めるほか、新
型コロナウイルス等感染症対策として、避難所生活用ワンタッチ
テントの購入、要配慮者対応にむけた資機材を購入し備蓄しま
す。

【購入内容】
　排便処理セット、災害備蓄用トイレットペーパー、避難所生活用
間仕切り、トイレ・更衣室用ワンタッチテント、避難所生活用ワン
タッチテントなど

13,177 〇 〇 H23～
防災危機管理

室

26
災害時監視用ライ
ブカメラ整備事業

　南海トラフ地震など大規模災害への備えを強化するため、災害
発生状況の確認や被災規模の把握を安全かつ迅速に実施するた
め、市内７箇所にライブカメラの整備を行います。

【設置予定地区】
　海岸（津波）監視：大王町波切、志摩町片田、和具、越賀、御座
　内水氾濫監視：阿児町神明、磯部町下之郷

9,279 ー ー R4
防災危機管理

室
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R5 R6

計画年度
担当部署№

事業
期間

事業名 事業概要
R4

事業費
（千円）

27
津波避難対策施設
整備事業

　南海トラフ地震における津波避難対策として、志摩市津波避難
計画に基づく特定避難困難地域の解消のため、地域と協働して、
津波避難タワー建設や避難ルート上にある橋梁の耐震補強等を
進めます。

【主な事業内容】
　・津波避難タワー建築工事　畔名地区
  ・津波避難タワー建設工事実施設計業務　国府地区
  ・津波避難タワー建設用地測量業務及び建設用地購入
     甲賀北・国府地区

240,371 〇 〇 R1～
防災危機管理

室

28 防災道の駅整備事業

　道の駅「伊勢志摩」が国土交通省から「防災道の駅」として選定
を受けたことに伴い、災害時における消防・自衛隊・警察といった
関係機関の広域応援を円滑に受入れる活動拠点としての機能を
強化し、効果的な被災者支援につなげるため、施設及び設備の整
備を行います。

【主な事業内容】
　　・防災倉庫整備に係る実施設計及び調査等

4,456 〇 ー R4～R5
防災危機管理

室

29

スクールバス運行
管理事業
（スクールバス増
便）

　学校再編により閉校となった校区からの通学者を対象に運行し
ているスクールバスについて、新型コロナウイルス感染症対策と
して密集を避けるため、１台増便します。

【東海小学校・東海中学校スクールバス運行管理委託料】
　１台増便分経費：12,488千円

12,488 〇 〇 R2～ 学校教育課
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３．産業が元気なまちづくり

R5 R6

1
農業の担い手受け
入れ推進事業

　農業の担い手を確保・育成するため、地域おこし協力隊制度を
活用し、農産物の生産を担う意欲ある若者の受け入れを進めま
す。
　また、隊員が生産技術を習得し、農作業の実体験や地域の特産
物の情報を発信することにより、特産物の魅力向上と担い手の増
加を図ります。
　令和４年度は、志摩ブランドにも認定されているＪＡ特別栽培米
「珠光」の栽培研修を受ける隊員の活動を支援するとともに、志
摩市の特産物である「きんこ」「いちご（レッドパール）」を生産する
隊員１人を配置し、担い手の確保に努めます。

8,831 〇 〇 H29～ 農林課

2 ６次産業化推進事業

　志摩市６次産業化支援事業制度に基づき、一次生産者に対する
サポート体制による相談支援をはじめ、加工・販売等に要する経
費にかかる財政的支援など、様々な角度から６次産業化への取組
を支援します。

【補助制度の内容】
　・対象経費：機器購入、パッケージ作成、試験製造等の　経費等
　・補助額：対象経費の１/２以内（上限1,000千円）

1,618 〇 〇 H30～ 農林課

3
地産地消産地化
推進事業

　地域の農業の特色である少量多品目栽培や地産地消を推進す
るため、伊勢農業協同組合が実施する直売所等の充実や栽培指
導に関する取組を支援します。
　とりわけ、近年、大きな課題となっている農地の荒廃、担い手不
足等の解決を図るため、三重県農業研究所に農地の有効利用に
関するスマート化技術の開発研究を委託し、志摩市の気候風土に
あった持続可能で効果的な対策の実証を行います。

3,050 〇 〇 H17～ 農林課

4 農業生産者育成事業

　農業生産者の生産性の向上と担い手の確保・育成を目的に、農
業生産者の取組に対して補助を行います。

【補助制度の内容】
　〇農業生産者育成支援対策助成金
　　　ビニールハウスの新設・改修等に対して、経費の１/２以内を
　　　助成（上限　新設：150千円　改修等：100千円）
　　　農機具の購入に対して、経費の１/２以内を助成
　　　(上限：新品150千円　中古品（耐用年数の範囲)100千円）
　〇認定農業者等営農継続支援対策助成金
　　　認定農業者に対して、機械設備の購入等の経費の１/３以内
　　　を助成（上限1,000千円）
　〇耕作放棄地再生支援対策助成金
　　　耕作放棄地の再生に必要な経費の１/２以内を助成
　　　（上限150千円）

4,850 〇 〇 H16～ 農林課

5 獣害対策事業

　野生鳥獣による農林産物や生活への被害を低減し、捕獲した鳥
獣の有効な利活用を検討・推進することで地域の安全確保と経
済循環を図ることを目的に、獣害対策事業を実施します。

【主な事業内容】
・志摩市猟友会への有害鳥獣捕獲許可、有害鳥獣捕獲業務委託
・農地に設置する防護柵購入費用及び地域で取り組む獣害対策
活動への支援

28,989 〇 〇 H16～ 農林課

6
水産業の担い手
受け入れ推進事業

　令和5年度からの地域おこし協力隊員の任用に向け、令和4年
度に受け入れ先等の確定を進めます。また、新規就業に必要とな
る漁船や漁業資材等（漁網、漁具、ナル、バール、ウェットスーツ
等）の購入費用の一部を補助します。

1,857 〇 〇 H29～ 水産課

7
伊勢志摩の真珠
ＰＲ事業

　伊勢志摩の真珠産業の活性化を図るため、産学官が連携して、
広く市内外にその魅力を発信し、販路拡大や新たな市場獲得につ
なげます。
・大阪市内での物産展（真珠アクセサリー、海産物販売等の実施）
　加工体験ブース等の設置

1,723 〇 〇 H30～ 水産課

8
真珠養殖経営安定化
支援事業

　大量へい死による被害を受けた真珠養殖業者において、制度資
金(三重県漁業近代化資金、三重県漁業経営維持安定資金、農林
漁業セーフティネット資金)を利用して資金を調達した人に対し、
借入に伴う金利や保証料を三重県と志摩市で負担し、無利子化
及び保証料の無償化を行うことで経営の安定を図ります。
　また、母貝不足を緩和するため増加が見込まれる稚貝購入費の
補助を行い、漁業経営の安定と事業継続意欲の向上を図ります。

9,527 〇 〇 R1～ 水産課

担当部署№
事業
期間

事業名 事業概要
R4

事業費
（千円）

計画年度
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R5 R6
担当部署№

事業
期間

事業名 事業概要
R4

事業費
（千円）

計画年度

9 漁場環境調査事業

　志摩市沿岸域を取り巻く漁場環境の変化の要因を研究し、効果
的な対策に繋げるため、三重県水産研究所と連携して、海洋デー
タの把握・分析、藻場状況の調査、漁業への影響評価等を進めま
す。また、あおさのり養殖技術の高度化、食害対策の検証等にも
継続して取り組みます。

【主な事業】
・英虞湾・的矢湾における環境モニタリング調査業務
・沿岸域藻場状況調査及び養殖技術開発業務
・潜水調査等業務

4,797 〇 〇 H16～ 水産課

10
水産振興補助金
（漁業共済加入
補助金）

　新型コロナウイルス感染症の影響による魚価安や、磯焼け等漁
場環境の変化による漁業収入の減少を補填する漁業共済への加
入を促進するため、新規・継続加入する漁業者を対象に、共済掛
金の一部を補助します。

15,737 〇 〇 R2～ 水産課

11
水産振興補助金
（マガキ稚貝購入
補助金）

　大量へい死による養殖業者の経済的負担を軽減し、漁業経営の
安定と事業継続意欲の向上を図ることを目的に、マガキ稚貝購
入費に対し補助金を交付します。

4,000 〇 〇 R4～ 水産課

12 磯焼け対策事業

　磯焼けの原因の一つと考えられる食害生物（ウニ類やブダイ、ア
イゴ等魚類）の漁業者による駆除及び2漁場（御座・浜島）におけ
る食害生物の分布調査を実施します。 また、漁業者自らが実施す
る藻場造成事業や磯根資源管理育成事業に対して助成金を
支給します。

5,793 〇 〇 R4～ 水産課

13 種苗放流事業

　アワビ、マダイ、クルマエビ等の資源増大を目指し、安定した漁
獲量の確保と資源管理意識の向上を図るため、三重外湾漁協及
び鳥羽磯部漁協等が行う種苗放流事業に対して補助を行いま
す。
 アワビについては重点魚種と位置づけ、補助分とは別に放流用
のアワビ種苗を放流実績のある地区に無償配布を行うことによ
り、漁獲量の向上支援を行います。

11,920 〇 〇 H16～ 水産課

14
水産物供給基盤
機能保全事業

　老朽化が進んでいる各市営漁港で、健全度の低い施設につい
て、機能保全のための対策を進めます。

【主な事業内容】
　・御座漁港 対象施設の測量業務及び一部施設の実施設計業務
　・間崎漁港 対象施設の測量業務

9,742 〇 〇 R4～R9 水産課

15 中小企業支援事業

　地域経済の活性化を図るため、経営課題の解決に向けて取り組
む市内中小企業者等の支援を行います。

【補助制度の内容】
　〇小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金
　 　　日本政策金融公庫の経営改善貸付及び生活衛生改善貸付
   　  に係る利子の補給
　〇三重県版経営向上計画実施支援補助金
　 　　経営課題の解決に向けた計画の実施に必要な経費の一部
       を補助

3,840 〇 〇 H29～ 商工課

16

志摩市を元気にす
る創業支援事業
（買い物利便性向
上事業）

　買い物弱者の買い物機会の確保及び市内の消費拡大を図るた
め、買い物の利便性向上につながる事業を新たに又は拡大によ
り実施する者に対しその経費の一部を補助します。

【補助制度の内容】
　〇開業費等補助金
　　　対象経費：車両購入や備品購入費等事業実施に係る経費
　〇運営費補助金
　　　開設費等補助金の交付を受けた事業者を対象とし、運営に
　　　係る維持費等

6,000 〇 〇 R4～R6 商工課

17 企業誘致推進事業

　企業等が取り組むワークライフバランスの充実及び多様な働き
方の促進並びに地域経済の発展と地域産業の振興を図るため、
市内のサテライトオフィス等に新たに進出する企業等に対し、そ
の費用の一部を補助します。

【補助制度の内容】
　〇サテライトオフィス開設経費補助金
　　対象経費：通信機能整備費、賃借料、事務機器等購入費等

1,500 〇 〇 R３～ 商工課
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事業
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事業名 事業概要
R4

事業費
（千円）

計画年度

18
地域ブランド事業
（地域ブランド戦略
事業）

　志摩の真珠が幅広いシーンや年代で親しまれ、その魅力が再認
識されるよう、特産品プロモーションを行う民間企業と真珠製品
を取り扱う事業者のコラボレートや新しい監修商品の創出を支援
します。

8,732 ー ー R4 商工課

19 就業支援事業

　市内で働きたいと考える若者を増やすとともに、安定した雇用
の受け皿を整え、新卒者はもとよりＵターン者を増やすための事
業を実施します。

【主な事業内容】
　〇若手就業マッチング支援事業委託料
　　　大学生等を対象に、市内中小企業見学バスツアーを実施し、
　　　市内企業を知る機会を創出し、新卒者等の地元就職の推進
　　　を図ります。
　〇新卒者雇用促進事業助成金
　　　新卒者の雇用の促進と市内の事業者の人材確保の支援を図
　　　るため、新卒者を6か月以上正規雇用した事業者及び3年以
　　　上正規雇用した事業者に対し、助成金を交付します。

6,806 〇 〇 R2～ 商工課

20
新たな旅のスタイ
ル促進事業

　新しい生活様式により求められる「新たな旅のスタイル」を踏ま
え、志摩市特有の観光資源を活用した観光プログラムの企画、造
成と情報発信等を実施し、滞在の長期化・分散化、観光周遊の促
進を図り、観光客の誘致、観光消費額の増加を促進します。

【事業内容】
　〇ワーケーション推進事業委託料
　　　日本航空との連携により、市内の宿泊施設を利用したワーケ
　　　ーション旅行商品の造成販売
　〇ニューノーマルに対応した観光地の環境整備事業委託料
　　　E-バイクなどの新型モビリティの活用や、観光ガイドブック
      等のデジタル化を実施
　〇市内観光周遊促進事業委託料
　　　市内観光の周遊促進を目的に鵜方駅と横山展望台の区間
　　　に利用できるタクシー料金割引券を配布
　〇しまの旬の食と鉄道の旅応援事業負担金
　　　地域食材の消費と公共交通機関の利用を回復させるため、
　　　鉄道事業者との連携よる志摩の旬の食材を組み入れた鉄
　　　道旅行商品の造成販売
　〇鉄道利用促進事業負担金
　　　鉄道の利用を促進するため、市内の駅（五知駅から賢島駅）
　　　を発着する企画列車を運行するとともに、企画列車と連携し
　　　た集客イベントの開催

55,250 〇 〇 R３～ 観光課

21
教育旅行満足度
向上事業

　志摩市を訪れた教育旅行団体に対して、継続して選ばれる旅行
先となり、また、アフターコロナを見据えた新たな教育旅行団体
を獲得するため、自然豊かな志摩の風景を活かしたドローンによ
る記念写真撮影等、旅行満足度向上のための取り組みを行う他、
旅行会社から学校等に志摩市を目的地とした旅行提案が行われ
るための取り組みを実施します。

7,500 〇 〇 R３～ 観光課

22 学生合宿誘致事業

　志摩市に学生合宿を誘致し、市内の観光消費額の増加を図るた
め、市内宿泊施設を利用する学生団体に対し、宿泊に要する経費
の一部を補助します。
　また、学生合宿の更なる誘致を推進するため、関西圏や中部圏
の大学に対するセールス活動や、大学内で幅広い周知を図るた
め、広告媒体（食堂トレイへのステッカー広告添付等）を活用した
新規のPRなど、学生合宿のより積極的な誘致活動を実施しま
す。

【補助制度の内容】
　〇学生合宿誘致補助金
　 合宿の実施にあたり市内宿泊施設を利用する5人以上の学生
　 団体に対して、1人泊あたり2千円を補助（上限150千円）

7,438 〇 〇 R1～ 観光課
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23
広域連携観光活性化
推進事業

　伊勢志摩地域を中心とした官民広域連携により、スケールメ
リットを活かした効果的な観光誘客及び観光周遊の促進を図り、
広域観光の活性化を推進します。

【主な事業内容】
　〇旅行消費拡大事業負担金
　　　広域観光圏として観光資源や加工品といった特産物等を共
　　　有し、循環させてきた地域特性を活かし、伊勢市、鳥羽市、
　　　志摩市、南伊勢町による旅行消費拡大事業を実施
　〇広域連携周遊促進業務委託料
　　　三重県や伊勢志摩の自治体と連携し、人気キャラクターを活
　　　用した周遊観光の促進と市内主要駅のキャラクター装飾

33,300 〇 〇 R４～ 観光課

24
地域観光活性化
推進事業

　市内にある既存の観光資源を各地域に関係する市民・事業者等
と協働して、磨き上げを行うとともに、新たな観光資源の掘り起
こしを行い、様々な掛け合わせによる新たな価値観を見出し、地
域観光の活性化を推進します。

【主な事業内容】
　〇大王崎周辺地区観光活性化事業負担金
　　　大王崎周辺地区における新たな手法による販売促進や観光
　　　消費拡大を図るための観光活性化事業を実施
　〇インフラツーリズム推進事業委託料
　　　英虞湾内の大橋など、豊かな自然と特徴ある構造物が融合
　　　した魅力的でダイナミックな景観を、インフラツーリズムとし
      て観光活用するための事業を実施

7,200 〇 〇 R４～ 観光課

25
創造の森横山整備
事業

　環境省の国立公園満喫プロジェクトを推進するための伊勢志摩
国立公園ステップアッププログラムおいて重点取組地域のひとつ
に選定されている横山園地整備の一環として、創造の森横山を
整備し、訪問者に対する上質な利用環境を提供します。
　令和4年度は、駐車区画の増設工事及び遊歩道の一部に木製
デッキを整備します。

【事業内容】
　駐車区画増設工事
　遊歩道整備工事

7,287 〇 〇 H30～ 観光課

26
公園景観環境保全
事業

　伊勢志摩国立公園利用増進施策の一環となる景観改善の取組
として、崎山公園や金比羅山などの国立公園利用拠点において
眺望の妨げとなっている枯松や雑木などの伐採を実施します。

【実施箇所】
　八幡さん公園、崎山公園、金比羅山展望台

3,204 〇 〇 R３～ 観光課

10



４．誰もが健やかで助け合うまちづくり

R5 R6

1
地域福祉推進事業
(重層的支援体制
整備事業)

　複雑化・多様化した相談や支援ニーズに対応し、包括的な福祉
サービスを提供するため、令和４年度から新たに国の交付金を活
用し、重層的支援体制整備事業として、下記事業を実施します。

【事業内容】
〇多機関協働事業
　　相談対応職員のアセスメント能力の向上を図るとともに、包括
　　的な支援体制を強化し、伴走支援を実施
〇地域力活性化支援事業
　　これまでの地域のつながりを基礎に、地域資源を活かした新
    たなつながりを目指した取組を実施
〇参加支援事業
　　引きこもり状態にある者や多様で複合的な課題を抱えた者な
　　どに対する社会参加に向けた包括的かつ継続的な支援の
　　実施

20,314 〇 〇 R4～ 地域福祉課

2 出産祝金支給事業

　子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、子どもを産み育てやす
い環境を整えるため、令和3年度に創設した出産祝金事業を継続
し、第2子：200千円、第3子以降：300千円を出産祝金として支
給します。

26,410 〇 〇 R３～ こども家庭課

3
志摩放課後児童
クラブ移転事業

　子どもの放課後の居場所づくり、健全育成を図るために、志摩
放課後児童クラブを志摩小学校の余裕教室に移転し、児童が安
全・安心に過ごせる室内環境を整えるための改修工事を行いま
す。

【事業内容】
　空調機器の設置、床改修、壁天井塗装改修、照明器具のＬＥＤ化
等

9,850 ー ー R3～R4 こども家庭課

4 保育所施設整備事業

　就学前の子どもの保育の充実を図るため、経年劣化が進んでい
る安乗保育所の施設や設備を改修します。

【事業内容】
　外壁改修、屋根防水改修、照明器具のＬＥＤ化、保育室等内装改
修、建具改修、空調機器の更新等

50,835 〇 〇 H16～ こども家庭課

5
不妊治療費助成事
業

　少子化対策の一環として、不妊治療費及び不育症治療費の助成
を行います。令和４年度から保険適用になる一部の不妊治療費を
助成し、経済的負担の軽減を図ることにより、治療の継続を支援
します。

 【主な事業内容】
＜不妊治療サポート事業＞
　・対象治療
　　①特定不妊治療
　　②一般不妊治療
　・助成額
　　自己負担額の全額又は一部助成、上限額100千円

2,440 〇 〇 H19～ 健康推進課

6
健康づくり運動推
進事業

　市内成人の健康の保持・増進、生活習慣病の予防及び改善、高
齢者のフレイル予防等の運動、幼稚園児から小学生の運動など、
健康・体力づくりのために定期的に運動する人の増加及び運動習
慣の定着化に向けた事業を実施します。

【事業内容】
（１）成人の健康増進事業
（２）介護予防事業
（３）子どもの健康増進事業
（４）事業評価、効果分析

18,840 〇 ー R4～R5 健康推進課

担当部署№
事業
期間

事業名 事業概要
R4

事業費
（千円）

計画年度
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５．人と文化を育むまちづくり

R5 R6

1
海外留学応援奨学
金給付事業

　県立志摩高等学校、県立水産高等学校が行う国際交流事業に
参加する生徒に対して、渡航等にかかる費用の一部を奨学金とし
て給付します。

3,000 〇 〇 H30～ 教育総務課

2 中学生海外派遣事業

　世界でも地域でも活躍できる人材を育成することを目的に、事
前学習を重ね、市内中学生をパラオへ派遣します。

　・訪問中は志摩市のＰＲを行い、同世代の生徒をはじめ現地の
　　方々との友好関係や絆を深めます。
　・帰国後は事後学習として、海外派遣の経験や成果をまとめ
　　発表します。

6,139 〇 〇 H30～ 学校教育課

3
未来といのちの特
別授業開催事業

　未来といのちの特別授業として次の２事業を実施します。

【事業内容】
　〇夢の教室実施事業
　　トップアスリートを講師に迎え、体験授業や講話を実施。
　〇志摩市防災学習事業
　　防災学習の充実を図るため、児童生徒による防災袋作りの
　　授業を中心に事業を展開します。また、教職員を対象に研修
　　の機会をつくります。
　　なお、本事業は令和3年度から３年間かけて市内全小中学校
　　で実施する計画。

3,046 〇 〇 R1～ 学校教育課

4
志摩中学校大規模
改造事業

　老朽化の著しい志摩中学校の大規模改造工事を行い、教育環境
の改善を図ります。
　令和3年度の志摩中学校大規模改造工事（Ⅰ期・屋内運動場）に
引き続き、志摩中学校大規模改造工事（Ⅱ期・校舎、平成2年築、
RC造3階建4,998㎡）の大規模改造工事を行います。

【主な事業内容】
　 　建築工事・・・外壁・屋根改修、便所改修、放送設備改修、
　　　　　　　　　　 給排水衛生設備改修、電気設備改修 等

202,847 ー ー R2～R4 教育総務課

5 ホストタウン事業
　トライアスロンスペイン代表チームを招へいして、スポーツ、文化
を通じた相互交流を深め、グローバル化、共生社会の実現を推進
します。

7,024 〇 〇 R1～
生涯学習

スポーツ課

6
磯部ふれあい公園
施設改修事業

　スポーツを活用した地域コミュニティの形成やスポーツツーリズ
ムによる交流人口の拡大、防災機能の更なる向上に向け、公園施
設の大規模改修・長寿命化対策を実施します。

【主な事業内容】
　　建築工事・・・屋上及び屋根の防水改修、体育館床・天井・
　　　　　　　　　　外壁の全面改修、トイレＵＤ改修、テニスコート
　　　　　　　　　　改修、多目的広場バックネット改修　等

636,653 ー ー R2～R4
生涯学習

スポーツ課

7

学校給食センター
管理運営費
（記憶に残る給食事
業）

　市内で生産される食材を使った献立を毎月一回提供している
「志摩給食」のうち、年３回程度を「記憶に残る給食」として自慢の
食材を給食に加え、市の魅力と生産者への感謝の気持ちを育む、
志摩市ならではの食育を推進します。

6,000 〇 〇 R3～
教育総務課
学校給食
センター

担当部署№
事業
期間

事業名 事業概要
R4

事業費
（千円）

計画年度
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６．市民のために市民と築くまちづくり
 

R5 R6

1
ＩＪＵターン促進のた
めの奨学金返済補助
事業

　日本学生支援機構又は地方公共団体が運営する奨学金の貸与
を受けて大学等を卒業した市内に在住等、一定の条件を満たす
者に対し、前年度に返済した奨学金の１/２（上限200千円）を補
助します。

【補助制度の内容】
　 ・対象奨学金　日本学生支援機構、地方公共団体
　 ・補助額　　　　前年度返済額の１/２（上限200千円）

4,000 〇 〇 H29～ 総合政策課

2
若者の集いと出会
いの支援事業

　若者の出会いや地域の魅力を若者が再発見する機会の創出を
促すため、市内で開催される若者が集まるイベントに要する費用
の一部を補助します。また、結婚を希望する若者の結婚支援を目
的としたイベントを開催します。

1,671 〇 〇 H28～ 総合政策課

3
若者世代の移住
促進事業

　若者や子育て世帯の移住者に対し、市が定める一定の要件を満
たした場合に家賃の一部を補助し、若者世代の移住を促進しま
す。

【補助制度の内容】
　 ・補助金　家賃の１/２（上限20千円/月）
　 ・期間　 　移住から１年間（一次産業に就業した場合は３年間）

3,950 〇 〇 H29～ 総合政策課

4 離島活性化推進事業

　人口減少や高齢化の進行が著しい渡鹿野島において、地域おこ
し協力隊制度を活用して協力隊員を受け入れ、地域力の維持・強
化に取り組みます。都市地域等からの移住者である協力隊員が、
斬新な視点で島の資源を活用して島の活性化を図り、あわせて
島の情報発信を担うとともに、協力隊員の島への定住による人
口の増加を図ります。

3,419 〇 〇 H29～ 総合政策課

5
ふるさと応援寄附
金事業

　志摩市ふるさと応援寄附条例に基づいて、全国から寄せられた
寄附金で基金を設置し、地域振興及び地域資源の保全等に資す
る事業を実施するために運用しています。
　ふるさと納税の仕組みを活用して、地域の特産品等を返礼品と
して贈ることで、志摩市のＰＲや地域経済の活性化を進めていま
す。

　　・令和４年度ふるさと応援寄附金見込額　　650,000千円

922,507 〇 〇 H19～ 総合政策課

6
ＳＤＧｓプラット
フォーム事業

　シマシSDGsパートナーズ等と連携して、自律的好循環の形成
に向けた集いの場づくり、情報発信に取り組みます。

334 〇 〇 R１～ 総合政策課

7
ＳＤＧｓ啓発・情報
発信事業

　市民一人ひとりがのSDGsに関する理解を深め、取組を実践で
きるよう、周知啓発、情報発信に取り組みます。

【主な事業内容】
　〇SDGs周知啓発事業
　　　 広報誌・イベント等による啓発活動の実施など
　　 　環境省が推進する全国共通の環境ポイント制度の活用
　〇SDGs情報発信事業
　　　 市内外で開催されるイベント等での情報発信等

1,247 〇 〇 R１～ 総合政策課

8
地域課題の解決
（支所機能拡充）

各支所が地域の多様な主体と協働して地域課題の解決に取り組
みます。

5,000 〇 〇 R3～
人権市民協働

課・各支所

担当部署№
事業
期間

事業名 事業概要
R4

事業費
（千円）

計画年度
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R5 R6
担当部署№

事業
期間

事業名 事業概要
R4

事業費
（千円）

計画年度

9
志摩地区コミュニティ
施設整備事業

　志摩市公共施設等総合管理計画に基づいて、志摩町越賀地区
にある３施設を複合・多機能化した施設を高台（旧越賀小学校用
地）に建設するための実施設計業務を行います。
　これらの施設は全て津波浸水想定区域内に立地しており、施設
の安全性評価も低いため、新施設は地域のコミュニティ活動の拠
点と災害時の避難所としての機能を備えたものとします。

【既存施設概要】
　　〇越賀地区多目的集会施設（市民文化系施設　集会施設）
　　　　昭和６０年度建築　　鉄筋コンクリート造2階建
　　〇志摩方面隊第５分団詰所（行政系施設　消防施設）
　　　　昭和５４年度建築　　鉄筋コンクリート造2階建
　　〇越賀老人憩の家（保健・福祉施設　高齢者福祉施設）
　　　　建築年度不明　　　　木造平屋建

10,341 〇 ー R4～R5 志摩支所

10
地域活性化起業人
交流プログラム事
業

　三大都市圏に所在する民間企業等の社員が、そのノウハウや知
見・ネットワークを活かしながら一定期間、地方自治体において地
域活性化に向けた幅広い活動に従事する「地域活性化起業人（企
業人材派遣制度）」を活用して,地域課題の解決を目指します。

【交流実績・予定】
　・ＩＣＴを活用した市民サービスの向上や各種業務の効率化を
　　進めるための専門的な知識を有する企業人を受入れ（新規）
　・志摩市のワーケーションの推進や特産品の活用等を目的に、
　　株式会社JALセールスからの派遣を受入れ（継続）
　・教育旅行の誘致など、志摩市観光協会において観光誘客業
　　務に従事することを目的に、株式会社近畿日本ツーリストから
　　の派遣を受入れ（継続）
　・志摩市観光戦略の立案、各種観光施策を実行するため、専
　　門的な知識を有する起業人を受入れ（新規）

5,600

16,800
〇 〇 R3～

スマート改革・
資産経営課

観光課

11
農道・水路等維持
管理費

　農道・水路等の機能維持及び交通安全確保のため、維持工事、
草刈、側溝清掃等の管理を行います。
　令和4年度は、市道と接続し交通量も多い立神農免道路線の除
草回数を1回から3回へと増やす予定。

20,517 〇 〇 H16～ 農林課

12 道路除草防草経費

　 歩行者の安全確保、車両運転手に対して安全運転のための視
距を確保するため、市道等除草及び特に要望の多い箇所につい
て防草シート等を施工し、効果的な防草対策を実施すると共に、
計画的な道路枝打ち及び伐採を行います。
　令和４年度は、地区要望等を踏まえて一部除草回数を２回から
３回へと増やす予定。

58,340 〇 〇 H16～ 建設整備課

13
移住促進空き家改
修支援事業

　移住・定住の推進に向けて、市外からの移住者が市内に存在す
る空き住宅・空き建築物を、住宅（店舗併用住宅等を含む）として
使用するために必要となる改修工事費用について補助します。

【補助制度の内容】
　改修工事に要する費用（消費税等を含む）の２/３に相当する額
　（上限1,000千円）

4,000 〇 〇 H28～ 営繕室

14


