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単位：千円

No 区分 款 項 目
事業内容及び主な事業費

（又は廃止理由）
事業費

1 拡充 総務費 総務管理費 一般管理費
・給料　63,238
・職員手当等　131,569
・共済費　40,926　等

266,017

2 継続 総務費 総務管理費 財政管理費
統一的な基準による地方公会計制度の整備
・統一的な基準による地方公会計整備業務委託料　2,818
・固定資産台帳整備業務委託料　4,580　等

8,568

3 継続 総務費 総務管理費 財産管理費

公共施設その他公有財産の適正な維持管理
・光熱水費　8,708
・保険料　6,533
・保守管理委託料　8,965　等

32,495

4 継続 総務費 総務管理費 自治振興費
地域リーダーの育成と集落の活性化
・区長報酬　26,001
・区長研修視察補助金　1,197　等

27,874

5 継続 総務費 総務管理費 交通安全対策費
交通における安心・安全なまちづくり
・婦人交通指導員報償金　640
・沖永良部交通安全協会事業費補助　450　等

1,511

6 継続 総務費 総務管理費 福利厚生費
職員の資質向上と健康の保持増進
・旅費　5,038
・職場健診委託料　1,175　等

7,933

7 継続 総務費 総務管理費 公共交通対策費
地域公共交通（バス路線）の確保維持
・沖永良部バス企業団運営費助成 　22,220
・沖永良部地域公共交通活性化協議会負担金　1,000　等

26,605

8 拡充 総務費 総務管理費 新庁舎建設事業費

新庁舎建設事業の適正な事業遂行
・新庁舎建設事委託料　　1,140,000
・備品購入費　20,000　　　等

1,188,476

9 拡充 総務費 総務管理費 電算管理費

電算機器等の維持管理
・委託料　33,537
・使用料及び賃借料　5,286
・業務負担金　10,077　等

54,565

10 拡充 総務費 総務管理費 ふるさと納税推進費

ふるさと納税の推進
・消耗品費　15,000
・手数料　3,966　等

19,388

11 継続 総務費 選挙費 選挙管理委員会費

選挙管理委員の資質向上及び選挙の適正な執行
・選挙管理委員会委員報酬　1,808
・一般職給料　2,992
・職員手当　1,766　等

7,945

12 新規 総務費 選挙費 県議会議員選挙費

平成31年４月執行予定の県議会議員選挙に係る準備
経費
・役務費　420
・委託料 420　等

1,770

13 継続 総務費 防災費 防災費
防災行政無線施設整備等の防災対策の推進
・防災無線施設保守管理委託料　2,217
・全国瞬時警報システム新型受信機更新事業　2,733　等

12,456

課（局名） 総務課

平成30年度一般会計当初予算主要事業・新規事業等概要
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単位：千円

No 区分 款 項 目
事業内容及び主な事業費

（又は廃止理由）
事業費

14 継続 消防費 消防費 常備消防費 ・沖永良部与論地区広域事務組合負担金　119,596 119,596

15 拡充 消防費 消防費 非常備消防費

消防施設等の整備・維持管理及び消防団員の資質向上
・消防団員報酬　4,790
・消防団員費用弁償　6,290
・備品購入費　23,760　等

48,406

16 継続 消防費 消防費 消防施設費 ・上水道負担金 1,250

平成30年度一般会計当初予算主要事業・新規事業等概要

課（局名） 総務課
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単位：千円

No 区分 款 項 目
事業内容及び主な事業費

（又は廃止理由）
事業費

1 拡充 総務費 企画費 企画費

「自助，共助，公助で共生・協働のまち
づくり」を実現するために基本計画及び
実施計画の策定及び事業実施
主な事業費：補助職員賃金1,344千円，奄
美・屋久島新規航路開拓実証実験協議会
負担金188千円

99,951

2 継続 総務費 企画費 広報広聴費

町内の話題や役場各課からのお知らせな
どを取材・編集し，様々な情報を島内外
に発信する。
主な事業費：広報わどまり等印刷製本費
1,494千円

1,719

3 拡充 総務費 企画費
有線テレビ

運営費

町内の話題や気象情報，役場各課からの
お知らせなど様々な情報を提供し，全て
の町民が話題を共有することで地域活性
化へとつなげていく。
主な事業費：伝送路保守管理委託料
11,438千円，ヘッドエンド設備更新
21,780千円(増)

82,541

4 拡充 総務費 企画費
わどまりＩ
ＣＴ利活用
促進事業費

地域イントラネットを活用し，町内の活
性化と住民福祉の向上を図る。
主な事業費：保守管理委託料(システム保
守等)498千円

1,525

5 拡充 総務費 企画費 地方創生事業費

人口減少対策により地方創生を実現する
ため「わどまり未来予想図プロジェク
ト」に定めた施策を着実に実行する。
主な事業費：地域おこし協力隊事業4,159
千円，えらぶグローカル人材育成事業
2,933千円

14,705

6 拡充 商工費 商工振興費 商工振興経費

商工会育成補助金，イベント補助事業，
商工業の人材育成等商工業の発展による
地域の活性化を推進する。
主な事業費：商工会運営費補助金1,900千
円，商工業振興資金利子補給補助金1,100
千円

5,911

7 継続 商工費 商工振興費 観光振興費

観光協会育成補助金，観光協会との連携
事業，観光・特産品販路拡大事業等を実
施し，観光をひとつの手段として地域の
活性化に貢献する。
主な事業費：外郭団体負担金2,690千円，
沖えらぶジョギング大会補助金2,400千
円，おきのえらぶ島観光協会補助金2,500
千円

7,750

8 継続 商工費 商工振興費
地域振興交
流事業費

沖洲会との連携事業，フラワー都市交流
事業，学生インターンシップの積極的な
受入により，地域の活性化を図る。
主な事業費：フラワー都市交流事業，全
国沖洲会事業，学生インターンシップ事
業補助金1,500千円

3,132

9 継続 商工費 商工振興費 観光地管理費

観光地の施設点検，修繕及び美化活動を
行い，観光客をはじめ町民が安心で安全
に施設利用ができることを目的とする。
主な事業費：笠石・ワンジョ・越山公園
光熱水費960千円

1,589

平成30年度一般会計当初予算主要事業・新規事業等概要
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単位：千円

No 区分 款 項 目
事業内容及び主な事業費

（又は廃止理由）
事業費

10 拡充 商工費 商工振興費
花と緑のま
ちづくり事
業費

花と緑に満ちた安らぎと潤いと癒しのあ
るまちづくりを実現するため，各字事業
推進委員と連携した「花と緑のまちづく
り」の推進，えらぶゆり地域活性化プラ
ンに沿った景観づくり等を推進する。
主な事業費：シルバー人材センター植栽
管理料5,604千円，花と緑のまちづくり推
進協議会補助金540千円

11,815

11 継続 商工費 商工振興費
自然環境保
全対策事業
費

和泊町地球温暖化対策実行計画を着実に
実行し，自然環境の保護と適正な利用に
努め，自然と調和した確保に努める。
主な事業費：先進地視察等旅費146千円

1,189

12 拡充 商工費 商工振興費
ゆりのふる
さと基金活
用事業費

ゆりのふるさと基金を活用した花苗や花
木，緑化樹木の植栽，障害者就労支援施
設「さねん」と連携した花のまちづくり
を実施し，地域住民参加型の町内花いっ
ぱい運動を展開する。
主な事業費：種苗代（需用費）1,770千円

2,348

13 拡充 商工費 商工振興費
風力発電施
設管理費

適正な施設維持管理を行い，安定した電
力量確保に努める。
主な事業費：保守管理委託料4,000千円，
定期安全管理審査委託費1,100千円

8,630

14 継続 商工費 商工振興費 地方創生事業費

新規航空路線開設記念セレモニー開催や
今帰仁村との友好都市締結を行い，今帰
仁村（沖縄）や他市町村との交流につな
げ，交流人口の増加を図る。
主な事業費：沖縄交流等旅費374千円，沖
縄路線開設プロモーションイベント補助
金150千円

627

15 継続 商工費 商工振興費
西郷どんプ
ロモーショ
ン事業費

大河ドラマ「西郷どん」の放映等により
注目を浴び，来島者の増加が見込まれて
おり，大河ドラマ特別企画展やプロモー
ション事業を実施し，基幹産業の「農
業」・「観光」・「歴史」を融合させ
た，新たな観光ツーリズムを定着させ
る。
主な事業費：沖永良部島「西郷どん」
ツーリズム推進事業補助金6,512千円

7,003

16 廃止 商工費 商工振興費
和泊港ター
ミナル管理
費

土木課へ移管のため -

平成30年度一般会計当初予算主要事業・新規事業等概要
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単位：千円

No 区分 款 項 目
事業内容及び主な事業費

（又は廃止理由）
事業費

1 継続 総務費 徴税費 税務総務費 公平・公正な課税と徴収の確保 56,973

平成30年度一般会計当初予算主要事業・新規事業等概要

課（局名） 税務課
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単位：千円

No 区分 款 項 目
事業内容及び主な事業費

（又は廃止理由）
事業費

1 継続 総務費 住民基本台帳費
戸籍住民基
本台帳費

各種証明書発行や転入・転出届，婚姻・
離婚届や死亡届等，町民の住民登録や戸
籍管理に伴う窓口業務

20,357

2 継続 民生費 住民福祉費
住民福祉総
務費

大島地区人権擁護委員協議会
母子寡婦福祉会
和泊町町遺族会
に係る費用

34,709

3 拡充 民生費 児童福祉費
児童福祉費
総務費

病児病後児保育事業
放課後児童健全育成事業

11,762

4 継続 民生費 児童福祉費 児童措置費
児童手当事業
及びそれに係る費用

115,316

5 拡充 民生費 児童福祉費
わどまり保
育園費

わどまり保育園運営業務負担金
一時預かり事業
放課後児童健全育成事業
延長保育事業

125,570

6 継続 民生費 児童福祉費
国頭こども
園費

保護者（両親等）の就労，疾病や出産等
により家庭保育が困難な児童を保育する
ことを目的としている。（生後６か月か
ら小学校就学前までの児童対象）

75,450

7 拡充 民生費 児童福祉費
内城こども
園費

保護者（両親等）の就労，疾病や出産等
により家庭保育が困難な児童を保育する
ことを目的としている。（生後６か月か
ら小学校就学前までの児童対象）

62,903

8 継続 民生費 児童福祉費
大城こども
園費

保護者（両親等）の就労，疾病や出産等
により家庭保育が困難な児童を保育する
ことを目的としている。（生後６か月か
ら小学校就学前までの児童対象）

65,444

9 拡充 民生費 児童福祉費
広域保育所
費

広域保育所運営負担金
出産を控えた女性や仕事を持つ女性など
の保育に対するニーズに対応するため
に，他市町村の保育所への入所申込の手
続きが出来る。

7,567

10 継続 民生費 児童福祉費
地域子育て
支援セン
ター事業

地域子育て支援センター事業
地域の子育て家庭に対する，母子保健や
育児相談及び各種講座等の開催
乳児家庭全戸訪問事業

2,598

11 廃止 民生費 児童福祉費
病児病後児
保育事業

児童福祉総務費の業務委託に統合したた
め廃目

0

12 継続 民生費 児童福祉費
子ども医療
費助成費

子ども医療費助成事業
子どもに係る医療費を助成することによ
り，子どもの疾病の早期発見・早期治療
を促進し，子どもの保健の向上と健やか
な育成に寄与する。

14,808

13 継続 民生費 児童福祉費
ひとり親医
療費助成事
業費

ひとり親家庭医療費助成費
ひとり親家庭の医療費の一部負担を軽減
し，ひとり親家庭の生活の安定と福祉の
向上を図る。

2,424

平成30年度一般会計当初予算主要事業・新規事業等概要
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単位：千円

No 区分 款 項 目
事業内容及び主な事業費

（又は廃止理由）
事業費

14 継続 民生費 児童福祉費
児童虐待防
止対策事業

児童虐待の早期発見，及び児童虐待を受
けた児童への迅速かつ適切な対応を図
る。

1,541

15 継続 衛生費 環境衛生費 環境衛生総務費
自動車リサイクル離島対策支援事業
1,200

2,554

16 継続 衛生費 環境衛生費
衛生管理組
合負担金

沖永良部衛生管理組合負担金 101,435

17 継続 衛生費 環境衛生費 清掃総務費 清掃業務委託料（町内公衆トイレ21箇所） 2,130

18 継続 衛生費 環境衛生費 塵芥処理費
塵芥収集運搬業務委託料　6,000
備品購入費（ごみ収集車購入）10,000

17,077

20 継続 衛生費 環境衛生費 し尿処理費 し尿処理施設管理委託 3,299

平成30年度一般会計当初予算主要事業・新規事業等概要
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単位：千円

No 区分 款 項 目
事業内容及び主な事業費

（又は廃止理由）
事業費

1 継続 民生費 社会福祉費
社会福祉総
務費

・町単独補助金　23,930
・くらし安心ネットワーク事業　1,277
・共助の基盤づくり事業　4,000
・長寿社会づくり事業　4,135　　　他

71,083

2 継続 民生費 社会福祉費
介護保険事
務費

・広域事務組合負担金　18,368
・配食サービス委託料　3,726
・利用者負担対策事業　1,300
・介護保険特別会計繰出金　136,686 他

164,166

3 拡充 民生費 社会福祉費
地域包括支
援センター
運営費

・ネットワーク構築
・介護予防ケアマネジメント業務
・総合相談支援及び権利擁護
・包括的・継続的ケアマネジメント支援

21,120

4 継続 民生費 社会福祉費
後期高齢者
医療費

・県後期高齢者医療広域連合負担金
　76,738
・後期高齢者医療特別会計繰出金
　34,060

110,922

5 拡充 民生費 老人福祉費
老人福祉総
務費

・在宅介護者支援金
　7,800
・シルバー人材センター運営補助金
　14,641
・敬老バス支援補助金

5,000　　　　　　　　　　他

34,504

6 継続 民生費 老人福祉費
老人保護措
置費

長寿園入所措置費 6,169

7 継続 民生費 老人福祉費
長寿祝金事
業費

・敬老年金：5,115
・長寿祝金：370

6,075

8 継続 民生費 老人福祉費
生きがいと
健康づくり
推進事業費

・介護予防拠点施設指定管理委託料
　1,800　　　　　　　他

2,444

9 継続 民生費 障害福祉費
障害者福祉
総務費

・委託料：システム保守委託　648
・使用料及び賃借料：はっぴぃ事務所使
用料　480
・町単独補助金　5,606　　　他

8,327

10 継続 民生費 障害福祉費
重度心身障
害者医療費
助成費

・扶助費　17,500 17,500

11 拡充 民生費 障害福祉費
障害者自立
支援医療費

・扶助費：障害者医療費　7,072 7,078

12 拡充 民生費 障害福祉費
障害者自立
支援給付費

扶助費：障害者自立支援給付費　123,776 123,896

13 継続 民生費 障害福祉費
地域生活支
援事業費

・補助職員賃金　4,584
・委託料：業務委託料　4,476
・扶助費：日常生活用具　1,984　　他

11,458

平成30年度一般会計当初予算主要事業・新規事業等概要

課（局名） 保健福祉課
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単位：千円

No 区分 款 項 目
事業内容及び主な事業費

（又は廃止理由）
事業費

14 拡充 民生費 障害福祉費

心の健康づ
くり対策緊
急強化基金
事業費

・委託料：計画策定業務　2,592 2,870

15 拡充 民生費 障害福祉費
障害児入所
給付費

扶助費：障害児入所給付費　45,600 45,672

16 継続 民生費 障害福祉費
児童発達支
援等利用料
助成事業費

県単独補助金　1,056 1,056

17 継続 衛生費 保健衛生費 保健総務費

町民の健康保持増進のための事業
・保健センターの運営費：4,126
・保健推進員や食生活改善推進員等の
　活動支援：2,258
・国保特別会計繰出金：105,024

134,505

18 継続 衛生費 保健衛生費 保健予防費

予防接種事業
　ワクチン購入費：9,223
　委託料：10,852　　他
各種検診委託料：29,315

50,452

19 継続 衛生費 保健衛生費 健康診査費 各種健診委託料：3,117　他 3,808

20 拡充 衛生費 保健衛生費
健康増進事
業費

・施設維持補修費：2,600
・指定管理委託料：21,000

24,083

21 継続 衛生費 保健衛生費
健康づくり
事業費

幼児から高齢者までの各種健康づくり教
室を開催
・幼児水泳教室：3,360
・健康づくり教室：1,200
・アクア教室：525

6,247

22 継続 衛生費 保健衛生費
子供にやさ
しい町づく
り費

・妊娠期から乳幼児の健診及び各種相談
等
　乳児健診：476
　妊婦健診委託料：6,545　　他
・ハイリスク旅費助成，療育医療，不妊
治療旅費助成等
　ハイリスク：640
　養育医療：500

不妊治療：345　　他

9,695

23 継続 衛生費 保健衛生費
産科医等確
保支援事業
費

産科医等確保支援
　確保支援手当：1,200
　分娩手当：400

1,600

平成30年度一般会計当初予算主要事業・新規事業等概要

課（局名） 保健福祉課
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単位：千円

No 区分 款 項 目
事業内容及び主な事業費

（又は廃止理由）
事業費

1 継続 農林水産業費 農業委員会費 農業委員会費
農業委員・推進委員の報酬及び職員の給与
農業委員会委員報酬　16,952
一般職給料　11,395

39,437

2 継続 農林水産業費 農業委員会費
機構集積支

援事業

農地の有効利用を図る為の支援や事務事業
の透明化・迅速化と遊休農地解消を図る
　・旅費　821

1,272

3 継続 農林水産業費 農業委員会費
機構集積協
力金交付事

業費

農地を農地中間管理機構へ貸し付けた地域
及び個人を支援することにより，機構を活
用した担い手への農地集積・集約化を図る
・農地集積協力金交付事業補助金　8,500

8,500

平成30年度一般会計当初予算主要事業・新規事業等概要

課（局名） 農業委員会
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単位：千円

No 区分 款 項 目
事業内容及び主な事業費

（又は廃止理由）
事業費

1 拡充 農林水産業費 農業費 農業総務費
職員給与費69,155千円
負担金，補助金4,455千円
需用費等2,421千円

76,031

2 継続 農林水産業費 農業費 園芸果樹振興費
負担金，補助金4,054千円
旅費193千円

4,247

3 継続 農林水産業費 農業費 花き振興費
負担金，補助金700千円
旅費及び需用費332千円

1,032

4 継続 農林水産業費 農業費
特殊病害虫
防除事業費

賃金410千円，業務委託料500千円
需用費等918千円

1,828

5 継続 農林水産業費 農業費 糖業振興費 負担金及び補助金8,154千円 8,511

6 拡充 農林水産業費 農業費
かんばつ対
策事業費

かんばつ対策支援事業補助金増額
糖蜜タンク用散水ポンプ1,000千円

4,857

7 継続 農林水産業費 農業費 畜産振興費 負担金及び補助金4,794千円 5,229

8 継続 農林水産業費 農業費
環境保全型
農業実践事

業費

負担金及び補助金689千円
農薬廃液処理車車検等484千円

1,173

9 継続 農林水産業費 農業費
実験農場運

営費

需用費の一部，肥料・農薬代を革新事業の需用費で負担
電力契約の見直しを行い光熱水費の削減
需用費7,068千円
場内作業のためトラクター用プラソイラー購入のため
備品購入費238千円
報酬等34,523千円

41,829

10 拡充 農林水産業費 農業費
農林水産物
輸送コスト
支援事業費

補助金155,041千円，
補助職員賃金2,818千円

158,282

11 継続 農林水産業費 農業費
革新的技術
開発・緊急
展開事業費

３年間の継続事業
補助職員賃金600千円　旅費840千円
需用費等660千円

2,100

12 継続 農林水産業費 農業費
地域資源高
付加価値化

事業

賃金2,756千円，需用費等維持費1,657千
円，

4,413

13 新規 農林水産業費 農業費
農業次世代
人材投資事

業費

青年就農給付金事業より名称変更
補助金18,750千円

18,896

平成30年度一般会計当初予算主要事業・新規事業等概要

課（局名） 経済課
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単位：千円

No 区分 款 項 目
事業内容及び主な事業費

（又は廃止理由）
事業費

14 新規 農林水産業費 農業費
畜産基盤再
編総合整備

事業費
農家負担金657千円， 657

15 廃止 農林水産業費 農業費
青年就農給
付金事業費

農業次世代人材投資事業へ名称変更 　　　 ―

16 廃止 農林水産業費 農業費
地域おこし
協力隊事業

―

17 廃止 農林水産業費 農業費

農業創出緊
急支援事業
費（ソフ

ト）

奄振予算枠なし ―

18 継続 農林水産業費 林業費 林業振興費
町有林伐採管理費497千円
有害鳥獣捕獲器補助金465千円

1,431

19 廃止 農林水産業費 林業費
松くい虫伐
倒駆除対策

事業費

健全な松の激減に伴い松くい虫の駆除が
ほぼ終了したため

―

20 廃止 農林水産業費 林業費
里山林総合
対策事業

公共施設等への被害影響がある枯損木の
伐倒がほぼ終了したため

―

21 拡充 農林水産業費 水産業費 水産振興費
沖永良部島漁協冷凍冷蔵庫整備事業
17,116千円

17,522

22 継続 農林水産業費 水産業費
離島漁業再
生支援交付
金事業費

地域漁業の活性化を図るための活動 5,310

23 継続 農林水産業費 水産業費
サンゴ礁保
全対策事業

費
サンゴ礁の保全を図るための活動 1,459

経済課

平成30年度一般会計当初予算主要事業・新規事業等概要

課（局名）
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単位：千円

No 区分 款 項 目
事業内容及び主な事業費

（又は廃止理由）
事業費

1 拡充 農林水産業費 農地費
多面的機能
支払交付金

事業費

農業・農村の多面的機能の発揮のための
地域活動や営農の継続等に対し支援を行
う。

75,138

2 拡充 農林水産業費 農地費
土地情報管

理費
土地情報（地籍）システムの保守・管理 3,407

3 継続 農林水産業費 農地費

県営農地整
備事業費

（畑地帯担
い手育成

型）

地区内整備事業（第四畦布，第二伊美） 9,276

4 拡充 農林水産業費 農地費

県営農地整
備事業費

（畑地帯担
い手支援

型）

・実施設計（白瀬）
・畑かん整備（根折・畦布・伊美・手々
知名・朝知野・外俣）

56,386

5 拡充 農林水産業費 農地費

土地改良施
設維持管理
適正化事業

費

シート補修工　A=1,200㎡
ネットフェンス補修工　L=30m

13,841

6 拡充 農林水産業費 農地費
団体営水利
施設保全合
理化事業費

ため池の老朽化によるフェンスの一部
改修及びシートの一部補修（４箇所）

33,062

7 廃止 農林水産業費 農地費
団体営農業
基盤整備促
進事業費

平成30年度は事業を実施しないため。 －

8 廃止 農林水産業費 農地費
みどりの環
境保全プロ
ジェクト

平成30年度は事業を実施しないため。 －

平成30年度一般会計当初予算主要事業・新規事業等概要

課（局名） 耕地課
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単位：千円

No 区分 款 項 目
事業内容及び主な事業費

（又は廃止理由）
事業費

1 継続 土木費 土木管理費 土木総務費 人件費等。　43,416 47,258

2 拡充 土木費 道路橋梁費 道路維持費
道路補修に係る経費。　道路維持管理費
11,100　町単独工事費　5,000

35,258

3 拡充 土木費 道路橋梁費
社会資本整
備総合交付
金事業費

通学路等に歩道を設置する。交通の多い
路線から拡幅や舗装の打換えを実施す
る。橋梁の順次補修を行う。町道工事請
負費　与名原平線外　93,001　南洲橋設
計委託外 26,001

131,701

4 継続 土木費 道路橋梁費
過疎道路整
備事業費

過疎債を使った道路工事。手々知名皆川
線　委託料・公有財産購入費　7,000

7,700

5 継続 土木費 道路橋梁費
辺地道路整

備事業
辺地債を使った道路工事。朝間長堂線外 20,000

6 継続 土木費 道路橋梁費
狭あい道路
整備等促進

事業費

４ｍ未満の道路を４ｍ以上に拡幅する。
船畠ア井タ線

10,294

7 新規 土木費 道路橋梁費
地方改善施
設整備事業

費
下水排水路の整備　名川助上原線外 14,000

8 継続 土木費 港湾費 港湾管理費 伊延港の維持補修経費。 2,612

9 拡充 土木費 港湾費 県事業負担費 和泊港の維持補修経費の町負担分。 36,582

10 継続 土木費 港湾費

港湾改修
（離島・統
合補助）事

業費

伊延港岸壁の維持補修費。 3,600

11 新規 土木費 港湾費
海岸漂着物
清掃事業費

海岸漂着物清掃業務委託による清掃。
字,各種団体によるボランティア清掃の実
施。海の日にあわせた「夏のクリーン大
作戦」の実施。清掃料　1,010

1,200

12 新規 土木費 港湾費
和泊港ター
ミナル管理

費

和泊港ターミナル内事務経費。賃金
2,487

2,722

13 廃止 土木費 港湾費

伊延港臨港
交通施設長
寿命化経過
計画策定事

業費

事業廃止 -

平成30年度一般会計当初予算主要事業・新規事業等概要

課（局名） 土木課
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単位：千円

No 区分 款 項 目
事業内容及び主な事業費

（又は廃止理由）
事業費

14 新規 土木費 漁港費

内喜名漁港
海岸施設長
寿命化計画
策定事業費

内喜名漁港海岸施設の長寿命化計画策定
経費。

4,500

15 継続 土木費 住宅費 住宅管理費
町営住宅施設の維持管理。入退去事務。
使用料徴収事務。施設維持補修費　7,000

12,321

16 拡充 土木費 住宅費
社会資本整
備総合交付

金事業

老朽化した町営住宅の建て替え及び既存
住宅の改修，長寿命化。空き家の改修及
び利活用危険廃屋解体費用補助金交付。
木材住宅耐震診断費補助金交付。

191,252

17 拡充 土木費 空港費 空港管理費
空港管理事務経費。賃金　6,840　空港化
学消防車管理業務委託。駐車場緑地管理
業務。

40,954

平成30年度一般会計当初予算主要事業・新規事業等概要

課（局名） 土木課
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単位：千円

No 区分 款 項 目
事業内容及び主な事業費

（又は廃止理由）
事業費

1 継続 教育費 教育総務費 教育委員会費
・教育委員（4名）報酬　1,934千円
・各種研修会旅費　529千円

2,545

2 継続 教育費 教育総務費 事務局費

・教育委員会補助職員社会保険料　5,875
千円
・教育長等出張旅費　1,648千円
・使用料（コピー機，バス借上げ料等）
1,137千円

11,099

3 拡充 教育費 教育総務費 教育振興費
各種研修会の開催や学校支援事業の充実
・各種謝金　840千円
・学力検査分析委託料　935千円

3,042

4 継続 教育費 教育総務費 外国青年招致事業費

外国青年（ALT）任用に係る経費
・報酬　3,800千円
・社会保険料　546千円
・旅費　681千円

5,158

5 継続 教育費 教育総務費 教員住宅管理費
教員住宅の維持管理
・維持補修関係　1,860千円

2,438

6 継続 教育費 教育総務費 就学支援対策費

特別な教育支援や複式学級の円滑な学級
運営を支援
・特別支援教育支援員等の配置（8名）
5,624千円
・複式学級学習支援員の配置（3名）
4,800千円
・英語科支援員の配置（1名）　1,600千
円

12,024

7 継続 教育費 教育総務費 学校パソコン管理費

各学校の校務用，教育用パソコンの適正
な維持管理
・修繕料　441千円
・インターネット接続料，ウィルス検索
ソフト更新料　745千円

1,186

8 拡充 教育費 教育総務費 ゆりのふるさと基金活用事業費 デジタル教科書（道徳）購入　713千円 1,091

9 継続 教育費 小学校費 小学校管理費

・学校医等報酬　866千円
・学校主事，司書補　11,208千円
・健康診断手数料等　1,380千円
・各学校リース料（コピー機等）　6,429
千円

21,617

10 継続 教育費 小学校費 和泊小学校管理費

和泊小学校の充実した学校運営のため
・教授用消耗品等　2,370千円
・光熱水費　4,116千円
・児童用図書購入　575千円

8,323

11 継続 教育費 小学校費 大城小学校管理費

大城小学校の充実した学校運営のため
・教授用消耗品等　1,300千円
・光熱水費　1,956千円
・児童用図書購入　380千円

4,311

12 継続 教育費 小学校費 内城小学校管理費

内城小学校の充実した学校運営のため
・教授用消耗品等　960千円
・光熱水費　1,980千円
・児童用図書購入　400千円

4,067

13 継続 教育費 小学校費 国頭小学校管理費

国頭小学校の充実した学校運営のため
・教授用消耗品等　1,471千円
・光熱水費　2,256千円
・児童用図書購入　450千円

5,121
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単位：千円

No 区分 款 項 目
事業内容及び主な事業費

（又は廃止理由）
事業費

14 継続 教育費 小学校費 小学校教育振興費

・理科教育設備購入　559千円
・教材，一般備品購入　1,526千円
・各種補助金（金管バンド他）　661千円
・扶助費（修学旅行他）　3,197千円

8,126

15 継続 教育費 小学校費 学校施設維持管理費

各学校における施設の適正な管理
・維持補修関係　1,860千円
・和泊小学校エレベーター保守管理委託
料　630千円

2,830

16 継続 教育費 小学校費 天体観測施設管理費

和泊小学校（天体望遠鏡），天文設備
（プラネタリウム）の適正な管理
・保守点検委託料　716千円

1,161

17 継続 教育費 中学校費 中学校管理費

・学校医等報酬　406千円
・学校主事，司書補　5,640千円
・健康診断手数料等　762千円
・各学校リース料（コピー機等）　4,797
千円

12,555

18 継続 教育費 中学校費 和泊中学校管理費

和泊中学校の充実した学校運営のため
・教授用消耗品等　2,149千円
・光熱水費　4,476千円
・児童用図書購入　800千円

8,693

19 継続 教育費 中学校費 城ケ丘中学校管理費

城ケ丘中学校の充実した学校運営のため
・教授用消耗品等　1,300千円
・光熱水費　1,824千円
・児童用図書購入　400千円

4,344

20 拡充 教育費 中学校費 中学校教育振興費

・理科教育設備購入　528千円
・教材，一般備品購入　1,000千円
・各種補助金（金管バンド他）　3,988千
円
・扶助費（修学旅行他）　5,818千円

11,334

21 継続 教育費 中学校費 学校施設維持管理費
各学校における施設の適正な管理
・維持補修関係　1,767千円

1,885

22 継続 教育費 幼稚園費 幼稚園管理費

・人件費等　14,999千円
・幼稚園医等報酬　164千円
・コピー機等使用料　339千円
・和泊幼稚園管理費　3,249千円

22,919

23 廃止 教育費 幼稚園費 和泊幼稚園管理費 （幼稚園管理費へ統合） 0
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単位：千円

No 区分 款 項 目
事業内容及び主な事業費

（又は廃止理由）
事業費

1 拡充 教育費 社会教育費 社会教育総務費

職員の給料等の増減や文化と福祉の祭典
講師謝金，旅費（大島地区生涯学習推進
大会）等の増
新規事業などによる予算増ではない

44,333

2 廃止 教育費 社会教育費
越山運動広場
有効活用整備

事業
事業終了 0

3 拡充 教育費 社会教育費 図書館費
備品購入費15,797
移動図書館車の老朽化に伴い，新規購入

24,968

4 拡充 教育費 保健体育費 社会体育施設費

町単独工事費3,300
町民運動広場の公衆トイレ浄化槽破損に
伴い，下水道へつなぐ工事

7,154
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