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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　71,598
・職員手当等　135,490
・共済費　41,273　等

280,053

2 拡充 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及び
固定資産台帳の整備
・統一的な基準による地方公会計整備業
　務委託料 3,168
・固定資産台帳整備業務委託料 2,768

9,195

3 拡充 総務費 総務管理費 財産管理費

公共施設・公有財産等の適正な維持管理
・光熱水費　14,372
・業務委託料(庁舎維持管理委託料含む)
  41,383
・町単独工事費 87,908　等

182,714

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
・婦人交通指導員及び交通安全町民会議
　報償金　640
・沖永良部交通安全協会補助金  450

1,468

6 拡充 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　7,018
・職場健診委託料　1,179　等

9,817

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助成金　23,063

23,255

8 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　19,633
・使用料及び賃借料　19,249
・業務負担金　12,750　等

57,369

9 廃止 総務費 総務管理費
ふるさと納
税推進費

企画課へ移管のため廃止 －

10 廃止 総務費 総務管理費
新庁舎建設

事業費
事業完了のため廃止 －

11 拡充 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　3,551
・職員手当 2,039　等

8,822

12 拡充 総務費 選挙費
県議会議員

選挙費

県議会議員選挙の執行に係る経費
・職員手当　1,700
・消耗品費　620　等

3,021

13 新規 総務費 選挙費
参議院議員

選挙費

参議院議員選挙の執行に係る経費
・職員手当　2,800
・消耗品費　1,000　等

6,390

14 拡充 総務費 防災費 防災費
防災行政無線施設整備等防災対策の推進
・防災無線施設保守管理委託料　6,217
・指定管理委託料　1,356　等

13,968

15 継続 消防費 消防費 常備消防費
消防本部及び消防署に係る経費
・沖永良部与論地区広域事務組合負担金

117,352
117,352

平成31年度一般会計当初予算主要事業・新規事業等概要（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

16 拡充 消防費 消防費 非常備消防費

消防団員の資質向上等消防団に係る経費
・消防団員報酬　4,790
・消防団員費用弁償　4,895
・水槽付ポンプ自動車購入 34,938　等

56,462

17 拡充 消防費 消防費 消防施設費
消防施設等の整備等にかかる経費
・消防団消防車庫新築設計委託　8,827
・消防団消防車庫新築工事　61,378

71,455

平成31年度一般会計当初予算主要事業・新規事業等概要（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

第５次総合振興計画の実施及び第６次総合
振興計画の策定
主な事業費
第６次和泊町総合振興計画の策定業務
8,100千円

104,680

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1,499千円

1,912

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
自主放送番組制作委託料27,609千円
ヘッドエンド設備更新39,177千円

120,950

4 継続 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
移住・住宅等総合窓口整備事業3,092千円
あざ・まち元気活動事業2,157千円
地域おこし協力隊事業7,952千円

13,201

5 新規 総務費 企画費
ふるさと

納税
推進費

ふるさと納税の推進
消耗品費：20,000千円
手数料：10,631千円
※総務課からの事務移管

31,551

6 拡充 総務費 統計調査費
農林業セン

サス費
農林業センサスの実施に伴う経費
主な事業費：統計調査員報酬1,446千円

1,732

7 継続 商工費 商工費 商工振興費

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

5,780

8 継続 商工費 商工費 観光振興費

観光協会育成補助金・観光協会との連携事
業，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。
奄美群島観光物産協会負担金2,374千円
観光協会運営育成補助金2,500千円
沖えらぶｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞ大会補助金2,400千円

8,048

9 拡充 商工費 商工費
地域振興

交流事業費

沖洲会連携事業，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。
学生ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ支援事業1,500千円
全国ﾌﾗﾜｰ都市交流和泊町総会補助金4,000
千円

7,027

10 拡充 商工費 商工費 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
越山展望台落下防止柵修繕1,000千円
ワンジョ公園（池）設計委託600千円
西郷隆盛上陸の地トイレ給水管引き込み工
事750千円

4,319

平成31年度一般会計当初予算主要事業・新規事業等概要（企画課）
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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

11 拡充 商工費 商工費
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
るまちづくりに向けて，各字と連携し花
と緑のまちづくりを推進する。
主な事業費
事業推進員賃金3,428千円
シルバー人材センター植栽管理手数料
6,195千円
用地購入費4,000千円
花と緑のまちづくり推進協議会補助金533
千円

15,651

12 継続 商工費 商工費
自然環境
保全対策
事業費

和泊町地球温暖化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
ハイブリッド防犯灯修繕料240千円

1,200

13 継続 商工費 商工費
ゆりのふる
さと基金活
用事業費

各字等への花木提供やえらぶゆりｻﾎﾟｰﾀｰ
と連携した町民参加型のゆり球根，花苗
を植栽し，花いっぱい運動を展開する。
主な事業費
球根購入費777千円
緑の再生対策負担金610千円

1,387

14 拡充 商工費 商工費
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6,431千円
施設維持補修費5,800千円

13,901

15 新規 商工費 商工費
自然環境

整備交付金
事業費

ﾌｰﾁｬの遊歩道が老朽化しているため再整
備等を行う。
工事請負費　11,000（国庫補助1／2）

11,000

16 新規 商工費 商工費
沖縄交流拡
大事業費

歴史的・文化的にも深いつながりのある
今帰仁村（沖縄）との交流を継続し，更
には他市町村との交流を図ることで交流
人口の増加を図る。
主な事業費
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ素材制作委託料3,000千円

3,525

17 新規 商工費 商工費
プレミアム付
商品券事業

消費税率引き上げに伴う低所得者及び子
育て世代の消費の影響を緩和するため，
プレミアム付商品券の発行・販売を行
う。
主な事業費：補助職員賃金1,392千円

2,000

18 廃止 商工費 商工費
地方創生事

業費
沖縄交流事業費へ変更 －

19 廃止 商工費 商工費
西郷どんプ
ロモーショ
ン事業費

事業終了により廃止 －

平成31年度一般会計当初予算主要事業・新規事業等概要（企画課）
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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 徴税費 税務総務費 公平・公正な課税と徴収の確保 58,758

平成31年度一般会計当初予算主要事業・新規事業等概要（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 拡充 総務費
戸籍住民基
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

22,501

2 拡充 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
和泊町遺族会
に係る負担金及び補助金

35,363

3 継続 民生費 国民年金費
国民年金事
務取扱費

国民年金事務に係る職員の給料及び研修旅
費

7,187

4 拡充 民生費 児童福祉費
児童福祉総
務費

第２期子ども・子育て支援事業
病児病後児保育事業
放課後児童健全育成事業費補助金
子ども島外受診旅費助成金

13,800

5 拡充 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 116,767

6 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費負担金
一時預かり事業
放課後児童健全育成事業
延長保育事業
わどまり保育園遊具購入費補助金

128,165

7 拡充 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)

78,764

8 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)

67,183

9 拡充 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)

72,470

10 継続 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。

6,522

11 継続 民生費 児童福祉費
地域子育て
支援セン
ター事業費

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

2,557

12 拡充 民生費 児童福祉費
子ども医療
費助成費

子どもの医療費の助成 18,082

13 継続 民生費 児童福祉費
ひとり親医
療費助成事
業

ひとり親家庭の医療費の助成 2,575

平成31年度一般会計当初予算主要事業・新規事業等概要（町民支援課）
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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 継続 民生費 児童福祉費
児童虐待防
止対策事業
費

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。

1,708

15 新規 民生費 児童福祉費
乳児用品購
入費助成事
業費

乳児用品の購入費用を助成する。 7,210

16 廃止 民生費 災害救助費 災害救助費 住民福祉総務費に統合したため廃目。 －

17 廃止 民生費 災害救助費
災害対策資
金利子助成
費

町が利子助成する期間は5年間で，平成30
年度で事業が終了したため廃目。

－

18 拡充 衛生費 環境衛生費
環境衛生総
務費

墓地水道補助金
自動車ﾘｻｲｸﾙ離島対策支援事業補助金
家電リサイクル離島対策事業助成金
ごみ収集箱設置助成金

3,965

19 拡充 衛生費 環境衛生費
衛生管理組
合負担費

沖永良部衛生管理組合負担金 112,612

20 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) 2,420

21 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
ごみ収集車車検料

7,326

22 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31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 拡充 民生費 社会福祉費
社会福祉総
務費

・町単独補助金　24,201
・地域力強化推進事業　8,237
・地域福祉計画策定業務　2,376　他

75,773

2 拡充 民生費 社会福祉費
介護保険事
務費

・広域事務組合負担金　 18,387
・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　141,833 他

169,272

3 継続 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

20,179

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
　75,622
・後期高齢者医療特別会計繰出金
　32,924

108,670

5 継続 民生費 老人福祉費
老人福祉総
務費

・在宅介護者支援金　5,704
・シルバー人材センター運営補助金
　14,641
・シルバー人材センター地域就業機会創
出・拡大事業補助金　4,000
・敬老バス支援補助金　5,000　　他

32,408

6 拡充 民生費 老人福祉費
老人保護措
置費

・老人福祉施設入所措置費 8,346

7 継続 民生費 老人福祉費
長寿祝金事
業費

・敬老年金　5,075
・百歳祝金　　350
・90歳祝金　　260　　　他

5,725

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

2,282

9 継続 民生費 障害福祉費
障害者福祉
総務費

・システム保守委託　654
・はっぴぃ事務所使用料　480
・町単独補助金　3,851　　　他

6,886

10 継続 民生費 障害福祉費
重度心身障
害者医療費
助成費

・重度心身障害者医療費助成費　16,200 16,200

11 継続 民生費 障害福祉費
障害者自立
支援医療費

・障害者自立支援医療費 6,100 6,109

12 継続 民生費 障害福祉費
障害者自立
支援給付費

・障害者自立支援給付費　118,036 118,168

平成31年度一般会計当初予算主要事業・新規事業等概要（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

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　5,069
・委託料：業務委託料　4,964
・扶助費：日常生活用具　1,984　　他

12,431

14 拡充 民生費 障害福祉費
障害児入所
給付費

・障害児通所給付費　54,720 54,821

15 拡充 民生費 障害福祉費
児童発達支
援等利用料
助成事業費

・児童発達支援等利用料助成金　1,740 1,740

16 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：27,177
・保健推進員や食生活改善推進員等の
　活動支援：1,994
・国保特別会計繰出金：100,107

129,278

17 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：7,991
　委託料：10,084　　他
各種検診委託料：27,866

47,314

18 継続 衛生費 保健衛生費 健康診査費 各種健診委託料：3,161　他 4,185

19 継続 衛生費 保健衛生費
健康増進事
業費

・施設維持補修費：5,496
・指定管理委託料：21,000

26,849

20 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：3,004
・健康づくり教室：1,212
・アクア教室：525

5,771

21 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・各種相談等
　乳児健診：476
　妊婦健診委託料：5,254　　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：703
　養育医療：500
　不妊治療：464　　他

8,683

22 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31年度一般会計当初予算主要事業・新規事業等概要（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 拡充 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

41,028

2 継続 農林水産業費 農業委員会費
機構集積支援

事業費
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

1,115

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

8,500

平成31年度一般会計当初予算主要事業・新規事業等概要（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70,869千円
負担金，補助金5,488千円　他需用費等
農業振興基金活用事業費，農業振興資金等利子
補給事業費，青年農業者支援事業費等統廃合

79,585

2 拡充 農林水産業費 農業費 園芸果樹振興費

負担金，補助金4,997千円
役務費254千円，旅費194千円
委託料100千円，公課費30千円

5,575

3 継続 農林水産業費 農業費 花き振興費
町内花き生産振興
負担金，補助金700千円
他需用費等

1,077

4 継続 農林水産業費 農業費
特殊病害虫
防除事業費

賃金151千円，報償費264千円
業務委託料250千円，他需用費等923千円

1,588

5 継続 農林水産業費 農業費 糖業振興費
糖業振興のための負担金
病害虫防除費の補助金
負担金及び補助金8,157千円

8,518

6 継続 農林水産業費 農業費
かんばつ対
策事業費

トラックタンカー運営費
負担金及び補助金3,000千円
役務費673千円　他公課費等

3,857

7 拡充 農林水産業費 農業費
さとうきび
増産強化対
策事業費

営農組合への機械導入補助
負担金及び補助金1,697千円

1,697

8 拡充 農林水産業費 農業費 畜産振興費
畜産の振興，エラブ牛PR事業
負担金及び補助金4,796千円
需用費等1,626千円

6,422

9 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584千円
農薬廃液処理車車検等435千円

1,019

10 拡充 農林水産業費 農業費
農業創出緊急
支援事業費
（ハード）

鉄骨平張施設整備補助金69,575千円
バレイショハーベスター整備事業補助金
5,133千円

74,708

11 新規 農林水産業費 農業費
農業創出緊急
支援事業費
（ソフト）

旅費等973千円 973

平成31年度一般会計当初予算主要事業・新規事業等概要（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

12 継続 農林水産業費 農業費
実験農場運

営費

実験農場運営に係る経費
職員給与費等18,974千円
補助職員賃金2,928千円
他需用費等6,313千円

28,215

13 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

輸送コスト支援により流通条件の不利性を
軽減し，本土産地と同一の条件環境を整え
る
補助金172,032千円，
補助職員賃金2,832千円

175,246

14 継続 農林水産業費 農業費
地域資源高
付加価値化

事業

補助職員賃金1,755千円
需用費等維持費1,465千円
食育推進事業費統廃合

3,220

15 継続 農林水産業費 農業費
農業次世代
人材投資事

業費

新規就農者に対して，経営確立のための資
金を交付する
補助金16,694千円

16,694

16 拡充 農林水産業費 農業費
畜産基盤再
編総合整備

事業費

畜舎・堆肥舎及び草地造成に係る農家負担
金
業務負担金8,572千円

8,572

17 新規 農林水産業費 農業費
産地パワー
アップ事業

費

働き方改革を踏まえた省力化設備等の整備
補助金79,800千円

79,800

18 新規 農林水産業費 農業費
地域おこし
協力隊事業

地域外から適した人材を受け入れ，農林水
産物の高付加価値化を図るもの
賃金1,992千円
他需用費，協力隊活動経費1,313千円

3,305

19 廃止 農林水産業費 農業費
食育推進事

業費
地域資源高付加価値化事業費と統合のため
廃目

－

20 廃止 農林水産業費 農業費
革新的技術
開発・緊急
展開事業費

事業期間完了のため廃目 －

21 廃止 農林水産業費 農業費
人・農地プ
ラン推進支
援事業費

事務効率化のため農業総務費へ統合 －

22 廃止 農林水産業費 農業費

共生・協働
の農村づく
り推進事業

費

事務効率化のため農業総務費へ統合 －

平成31年度一般会計当初予算主要事業・新規事業等概要（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

23 廃止 農林水産業費 農業費
防風対策推
進事業費

事務効率化のため農業総務費へ統合 －

24 廃止 農林水産業費 農業費
青年農業者
支援事業費

事務効率化のため農業総務費へ統合 －

25 廃止 農林水産業費 農業費
農業振興資
金等利子補
給事業費

事務効率化のため農業総務費へ統合 －

26 廃止 農林水産業費 農業費
農業振興基
金活用事業

費
事務効率化のため農業総務費へ統合 －

27 継続 農林水産業費 林業費 林業振興費

森林の持つ機能を十分に発揮させるために
保護，造成に努める。また，有害鳥獣駆除
により被害軽減を図る。負担金，補助金
808千円
業務委託料484千円
報償費204千円
他需用費等

1,693

28 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費
離島漁業再生支援交付金4,918千円
他需用費等410千円

5,328

29 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
業務委託料1,400千円

1,536

平成31年度一般会計当初予算主要事業・新規事業等概要（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

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。

78,359

2 継続 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 1,305

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(第二伊美) 1,733

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(畦布第二)
・畑かん整備(畦布・伊美・手々知名・朝
知野・外俣・白瀬)

67,536

5 継続 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

ため池　長畠１号池
ネットフェンス補修工　L=264m

7,842

6 継続 農林水産業費 農地費
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(5箇所)

24,062

7 新規 農林水産業費 農地費
団体営農業
基盤整備促
進事業費

農道整備事業(和泊地区) 17,119

8 新規 農林水産業費 農地費
基幹水利施
設整備事業

費
土地改良施設整備事業(水中ポンプ他) 2,976

平成31年度一般会計当初予算主要事業・新規事業等概要（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 土木事業経費全般 46,686

2 継続 土木費 道路橋梁費 道路維持費

道路維持管理
　・県道維持管理業務委託料　11,260
　・施設維持補修費　1,800
　・備品購入費　5,899　等

35,124

3 拡充 土木費 道路橋梁費
社会資本整
備総合交付
金事業

社会資本整備総合交付金事業
　・国庫補助委託料　3,001
　・国庫補助工事費　87,501
　・建設事業に伴う補償費　93,000　等

194,765

4 拡充 土木費 道路橋梁費
過疎道路整
備事業費

過疎道路整備
　・工事請負費　10,000
　・公有財産購入費　1,000　等

11,550

5 継続 土木費 道路橋梁費
辺地道路整
備事業費

辺地道路整備
　・工事請負費　20,000

20,000

6 拡充 土木費 道路橋梁費
狭あい道路
整備等促進
事業費

狭あい道路整備
　・国庫補助委託料　10,000
　・国庫補助工事費　7,000　等

21,176

7 継続 土木費 道路橋梁費
地方改善施
設整備事業
費

地方改善施設整備
　・業務委託料　6,800
　・国庫補助工事費　4,000　等

10,845

8 継続 土木費 港湾費 港湾管理費
伊延港港湾管理費
　・業務委託料　614
　・外郭団体等負担金　227　等

2,605

9 継続 土木費 港湾費
県営事業負
担費

県営事業負担金（和泊港改修等） 35,250

10 継続 土木費 港湾費
港湾改修(離
島･統合補
助)事業費

伊延港改修
　・国庫補助工事費

2,000

11 拡充 土木費 港湾費
海岸漂着物
清掃事業費

海岸漂着物清掃
　・手数料　3,190　等

3,350

平成31年度一般会計当初予算主要事業・新規事業等概要（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

12 継続 土木費 港湾費
和泊港ﾀｰﾐﾅﾙ
管理費

和泊港ﾀｰﾐﾅﾙ管理経費 2,722

13 廃止 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

長寿命化計画策定済のため ―

14 継続 土木費 住宅費 住宅管理費
住宅管理経費全般
　・施設維持補修費　5,175
　・保守管理委託料　2,986　等

12,036

15 拡充 土木費 住宅費
社会資本整
備総合交付
金事業

社会資本整備総合交付金事業
　・国庫補助委託料　7,500
　・国庫補助工事費　276,200　等

285,926

16 継続 土木費 空港費 空港管理費
空港管理経費全般
　・業務委託料　5,380　等

33,406

平成31年度一般会計当初予算主要事業・新規事業等概要（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　1,882千円
・各種研修会旅費　512千円

2,476

2 拡充 教育費 教育総務費 事務局費

・補助職員社会保険料　8,947千円
・教育長等出張旅費　1,659千円
・使用料（コピー機，バス借上げ料等）
　902千円

14,250

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
・学校長寿命化計画策定等委託料7,105千円

12,336

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　3,540千円
・社会保険料　546千円
・旅費　682千円

4,899

5 拡充 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　2,700千円

3,472

6 継続 教育費 教育総務費
通学路灯管

理費

通学路灯の維持管理
・電気代（和泊中・城ケ丘中校区）
　594千円
・修繕料　500千円

1,094

7 拡充 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
・複式学級学習支援員の配置（5名）
　8,000千円
・英語科支援員の配置（1名）1,600千円

15,224

8 拡充 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
・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続料，ｳｨﾙｽ検索ｿﾌﾄ更新料
　699千円
・教師校務用ﾊﾟｿｺﾝリース料2,826千円

3,675

9 継続 教育費 小学校費
小学校管理

費

・学校医等報酬　1,069千円
・学校主事，司書補　11,376千円
・健康診断手数料等　1,257千円
・各学校リース料（コピー機等）
　4,796千円

19,689

10 拡充 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　2,379千円
・光熱水費　5,331千円
・児童用図書購入　580千円

9,662

11 拡充 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　1,340千円
・光熱水費　2,624千円
・児童用図書購入　380千円

5,073

平成31年度一般会計当初予算主要事業・新規事業等概要（教育委員会学校教育）
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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

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　1,010千円
・光熱水費　2,348千円
・児童用図書購入　400千円

4,528

13 拡充 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　1,596千円
・光熱水費　2,770千円
・児童用図書購入　450千円

5,839

14 継続 教育費 小学校費
小学校教育

振興費

・教材，一般備品購入　1,492千円
・各種補助金（金管バンド他）588千円
・扶助費（修学旅行他）　6,337千円

8,490

15 拡充 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　1,800千円
・和泊小学校ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守管理委託料
　630千円
・大城小学校正門工事 1,600千円

4,294

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　1,193千円

1,638

17 継続 教育費 中学校費
中学校管理

費

・学校医等報酬　509千円
・学校主事，司書補　5,664千円
・健康診断手数料等　701千円
・各学校ﾘｰｽ料（ｺﾋﾟｰ機等）　4,580千円

12,332

18 拡充 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　2,184千円
・光熱水費　4,988千円
・児童用図書購入　800千円

9,294

19 拡充 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　1,330千円
・光熱水費　2,183千円
・児童用図書購入　400千円

4,900

20 継続 教育費 中学校費
中学校教育

振興費

・教材，一般備品購入　950千円
・各種補助金（競技大会他）3,873千円
・扶助費（修学旅行他）　6,614千円

11,437

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　1,710千円

1,782

22 拡充 教育費 幼稚園費 幼稚園管理費

・人件費等　16,280千円
・幼稚園医等報酬　205千円
・コピー機等使用料　366千円
・和泊幼稚園管理費 2,584千円

26,780

平成31年度一般会計当初予算主要事業・新規事業等概要（教育委員会学校教育）
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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

社会教育全般に関する事業
・給料　　24,265
・職員手当等　　12,938　　等

49,882

2 継続 教育費 社会教育費 青少年育成費
青少年の健全育成の推進
・町単独補助金　　2,035
・報償費　　388　　等

3,126

3 拡充 教育費 社会教育費 文化財保護費
文化財の保護・活用
・作業員賃金　　4,328
・委託料　　3,204　　等

13,071

4 拡充 教育費 社会教育費 文化振興費

文化芸術活動の推進，地域文化の継承・発
展
・町単独負担金　　1,160
・委託料　　1,000　　等

3,918

5 拡充 教育費 社会教育費 公民館費
中央公民館の維持管理，公民館講座の開設
・補助職員賃金　　3,504
・報償費　　1,813　　等

8,726

6 継続 教育費 社会教育費 図書館費
町立図書館の運営，読書活動の推進
・補助職員賃金　　2,856
・需用費　　3,830　　等

10,576

7 継続 教育費 社会教育費
歴史民俗資
料館管理費

民俗・文化・歴史資料の収集・調査研究，
保存・展示・広報
・補助職員賃金　　2,576
・需用費　　1,660　　等

4,909

8 拡充 教育費 社会教育費
研修セン

ター管理費

施設の維持管理や有効活用
・委託料　　5,700
需用費　　1,730　　等

7,950

9 継続 教育費 社会教育費
歴史観光交
流館管理費

施設の維持管理，西郷南洲翁や郷土の先人
が残した文化遺産の展示品の公開
・補助職員賃金　　3,216
・需用費　　1,049　　等

5,186

10 継続 教育費 保健体育費
保健体育総

務費

生涯ｽﾎﾟｰﾂ，競技ｽﾎﾟｰﾂの推進
・負担金，補助及び交付金　　5,315
・旅費　　1,027　　等

7,190

11 拡充 教育費 保健体育費
社会体育施

設費

社会体育施設の維持管理
・工事請負費　　5,000
・需用費　　2,800　　等

8,798

12 拡充 教育費 保健体育費
スポーツ大
会運営費

各種ｽﾎﾟｰﾂ大会の運営
・負担金，補助及び交付金　　12,795
・需用費　　640　　等

13,848

13 継続 教育費 保健体育費
給食セン

ター運営費

給食センターの運営
・委託料　　2,064
・役務費　　1,726　　等

41,289

14 継続 教育費 保健体育費
児童・生徒

給食費
児童・生徒の給食費（米飯・パン・牛乳）
・需用費　　14,279

14,279

平成31年度一般会計当初予算主要事業・新規事業等概要（教育委員会生涯学習）
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