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平成 29年度北中城村一般会計予算について

～主な事業～

村民の皆様には、日頃から北中城村政に対し深いご理解とご協力をいただき、厚

くお礼申し上げます。

本村では、平成 27年度に村制運営の根幹 となる 「北中城村第四次総合計画」を

策定 し、村の将来像 として定めた 「平和で人 と緑が輝 く健康長寿 と文化のむ ら き

たなかぐす く」の実現に向け、計画の推進を図つているところであります。

平成 29年度一般会計当初予算におきましては、「北中城村第四次総合計画」の6

つの基本方針および「前期基本計画 (平成 27年度から平成 31年度の 5年間)」 の実

現に向けた事業の予算化を念頭に編成いたしました。

今回、予算書のうち主な事業につきまして、村民の皆様により分かりやすくお伝

えするため、総合計画の基本方針ごとに事業の内容、事業費、財源等を記した資料

を作成いたしました。本冊子をご覧になり多くの村民の皆様が村の事業に関心を持

っていただきましたら幸いです。

なお、ご意見やご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせいただきます

ようお願いいたします。

～北中城村第四次総合計画 基本方針～

「全村植物 “公苑づくり"」

「生涯健やかで笑顔あふれる T健康づくり"」

「人と文化を育む時代を担う “人づくり"」

「ゆいま―る (相互扶助)で築く安全 。安心な “地域づくり"」

「地域の魅力を活かしたにぎわいのある “産業づくり"」

「村民と共に創造する夢のある “まちづくり"」

北中城村長 新垣 邦男
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◎ 主な事業についてt北中城村の第四次総合計画の「施策の大綱」に基づき

説明します。

1.「全村植物“公苑づくり"」

①秩序ある土地利用と村の発展に資する教と点形成 ②みどりの保全創出と

景観形成 ③暮らしを支える道路交通環境の形成 ④環境共生社会の実現

⑤上下水道の整備・環境衛生の推進

2.「生涯健やかで笑顔あふれる“健康づくり"」

①地域保健の充実と健康増進 ②国民健康保険の安定運営

③生活習慣改善と健康づくり ④健康づくりと他分野連携

3.「人と文化を育む時代を担う“人づくり"」

①学校教育の充実 ②生涯学習の推進と生きがいづくり ③地域文化の

振興と率陛承 ④平和活動 `国際交流の推進 ⑤地域で見守る青少年育成

4.「ゆいま―る(相互扶助)で築く安全・安心な“地域づくり"」

①児童福祉・子育て支援の充実 ②高齢者福祉の充実

③障害者 (児)福祉の充実 ④地域防災力の向上

⑤安全・安心な住環境の確保 ⑥人にやさしい環境づくり

5。「地域の魅力を活かしたにぎわいのある“産業づくり"」

①観光・商工業の振興 ②農業の振興 ③水産業の振興

④雇用の創出と就業支援

6.「村民と共に創造する夢のある“まちづくり"」

①村民と協働のまちづくり ②効率的な行財政運営

②男女共同参画の推進や人権が尊重される社会づくり

平成 27年度 (2015年)一 平成 36年度 (2024)年

北中城村第四次総合計画 「第 4章施策の大綱」より



1.「全村植物“公苑づくり"」

①秩序ある土地利用と村の発展に資する拠点形成

【一括交付金】キャンプ瑞慶覧特定駐留軍用地推進基金事業 企画振興課

キャンプ瑞慶覧ロウワープラザ地区の跡地利用を

促進するため、これまで積み立てた基金を活用し、

公有地の先行取得を行います。

(全体)9,500ピ

(H27)6,606ピ 取得済み

(H28)215ポ取得済み

(H29)2,679ポ 取得予定

事業費 337万 円

財源 :県 269万円、村 68万円

250万 円

67万円

20万円

【主な経費】

委託料 (先行取得業務)

委託料 (土地価格調査)

需要費

【一括交付金】公営墓地整備事業 住民生活課

事業費 5,092万円

財源 !県 4,073万 円、村 1,019万 円

【主な経費】

進入路整備工事

委託料 (磁気探査)

委託料 (工事監理)

4,650万円

206万 円

236万 円

沖縄独特の墓地散在化の抑制 と整理、景観的な配慮や住環境の改善を図るため、公営墓地

整備を行います。

<今後の事業計画>
H29 50,922千 円(40,737千 円) 取付道路整備

H30228,466千 円(182,772千 円)墓 地整備工事

H31 88,128千 円(70,502千 円)納骨堂建築工事

【一括交付金】まちづくり映像保存業務 建設課

アフセゴルフ場地区は、戦後、強制的に土地が収

用され米軍娯楽施設のゴルフ場 として使用され、

平成 22年 7月 に返還されました。

そのような戦前の営みからゴアレフ場利用、返還合

意から土地利用までの歴史文化の継承を図るた

め、映像記録、編集を行います。

事業費 110万円

財源 :県 88万円、村 22万円

【主な経費】

委託料 110万円
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【一括交付金】アワセゴルフ場周辺まちづくり整備事業 建設課

アワセゴルフ場跡地は整備が進められてお り、隣

接するライカム・ロウワー地区も返還が予定され、

この周辺一帯は新 しい市街地を形成することが予

想されます。

しかし、この両跡地に近い土地 (プ ラザハウス周

辺)は米軍基地に接 していたため整備ができず老

朽化 した住宅が細街路で連接された状況となって

いることから、本地区の再開発を目的に、一体性

を連ねる観光交流拠点 として活用す るための調

査・検討を行います。

事業費 1,000万円

財源 :県 800万円、村 200万円

【主な経費】

委託料 1,000万円

多目的アジーナ管理運営検討業務 建設課

…日〔|

十
沼

事業費 327万 円

財源 :村 327万 円

【主な経費】

委託料 327万 円

多目的アリーナの管理運営手法等について検討及び管理運営検討委員会を行います。

アワセ土地区画整理組合負担金 建設課

事業費 6,000万 円

財源 :国 5,400万円、村 600万円

【主な経費】

負担金 6,000万 円

現在、アフセゴルフ場跡地で行われている組合施行の土地区画整理事業について村を通し

て国庫補助金が充てられています。その一部について村で負担を行っており、平成 29年

度は電線共同溝の工事を予定しています。

②みどりの保全創出と景観形成
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【一括交付金】荻道・大城湧水群周辺環境整備事業 企画振興課

事業費 1,119万 円

財源 :県 895万円、村 224万円

【主な経費】

委託料 (基本設計)   832万円

委託料 (雨水浸透施設モデル住宅

モニタリング業務)  287万 円'

「平成の名水百選」に選ばれた荻道 。大城湧水群が、多くの歴史文化遺産周辺に点在する

とい う環境を活かしながら、新たな観光資源としての活用を図るため、湧水群周辺の整備

を実施 します。

【一括交付金】ヅュタキュウマツ保全事業 農林水産課

事業費 624万円

財源 :県 475万円、村 149万 円

●●sil｀
Ⅲ
  iま

'|.x

【主な経費】

委託料
‐

624万円申弾詢曲躁さポ|

甘

魅力的な観光資源の一つである本村の自然を保全し景観・美観の創出、継承のため沖縄

県木であるリュウキュウマツの保全のための計画的な薬液樹幹注入及び松くい虫被害木

の伐倒焼去「処分行います。

【特定防衛】喜舎場公園トイレ改修工事 建設課

事業費 718万円
←

財源 :国 536万円、村 182万 円

【主な経費】

工事請負費 718万円

老朽化のため、現在ある喜舎場公園内の トイレを撤去 し、新たな トイレの建設を行います。
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③暮らしを支える道路交通環境の形成

【一括交付金】喜舎場ハウジング跡地利用推進事業 企画振興課

駐留軍用地キャンプ瑞慶覧 「喜舎場ハウジング地

区」内における跡地利用を推進するため、現在、那

覇向け入口しかない喜舎場スマー トICを フルイ

ンター化にするため、インターチェンジのレイア

ウト案を絞 り込みます。

<平成 29年度実施内容>
・喜舎場 SICレイアウト (案)の詳細検討

・喜舎場 SIC作業部会の開催
。喜舎場ハウジング地区跡地利用 (案)の検討

事業費 2,593万 円

財源 :県 2,074万 円、村 519万円

【主な経費】

委託料 (喜舎場 SIC機能向上

検討業務)  2,593万円

【社会資本】村道北中城高校 127号線整備事業 建設課

事業費 1億 801万円

財源 :国 8,640万円、村 2,161万 円

【主な経費】

仮橋設置旧橋撤去工事

委託料 (現場技術 )

委託料 (磁気探査)

用地購入費

補償費

手数料

7,086万 円

1,320万 円

880万円

520万円

1,044万 円

1万円

北中城高校校門前までの歩道の設置及び老朽化した渡口橋の架替え整備を行います。

歩道を設置し歩行者と車両交通を分離することで、歩行者の安全を確保 します。

【社会資本】村道中城公園アクセス線整備事業 建設課

事業費 3,735万 円

財源 :国 2,040万円、村 1,695万 円

【主な経費】

用地購入費

委託料 (支援業務 )

委託料 (分筆測量)

手数料

2,550万 円

842万 円

335万円

8万円

中城公園アクセス線整備事業は、既存の村道大城登又線を中城公園北側駐車場入口までの

約 300mについて拡幅、歩道整備を行う事業です。平成 29年度は用地買収を行います。
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【特定防衛】島袋小学校通学路カラー塗装工事 建設課

事業費 375万 円

財源 :国 300万円、村 75万 円

【主な経費】

工事請負費 375万 円

児童生徒の安全・安心を確保するため、島袋小学校校区の通学路を明示化 (カ ラー塗装)

する工事を行います。 (写真はイメージです )

【地方改善 (厚労省補助)】 村道仲〕贋屋宜原線整備事業 建設課

事業費 550万 円

財源 :国 275万 円、村 275万 円

【主な経費】

委託料 (設計検討業務)550万 円

車両交通に支障がある道路幅員の狭い区間において、両側交通が可能となるように道路拡

幅工事を行います。

④環境共生社会の実現

中城村北中城村清掃事務組合負担金 住民生活課

EEユ

事業費 2億 8,882万 円

財源 :村 2億 8,882万円

【主な経費】

負担金 2億 8,882万円

中城村と共同で運営する、中城村北中城村清掃事務組合の運営負担金です。

ごみの処分を行います。

ごみ収集運搬委託業務 住民生活課

3,298万円事業費

財源 :村 3;298万円

,

【主な経費】

委託料 3,298万円

村内から排出される一般家庭ごみを収集運搬するための委託料です。

■
ヽ

■
●
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東部清掃施設組合負担金 住民生活課

事業費 2,660万円

財源 :村 2,660万 円

【主な経費】

負担金 2,660万円

与那原町、西原町、南城市、南風原町、中城村、人重瀬町と共同で運営する、東部清掃施

設組合の負担金です。 し尿や汚泥の処理を行います。

新一般廃棄物処理施設整備推進室負担金 住民生活課

本村並びに中城村ともに人日の増加 と産業構造の

変化に伴 うごみの排出量の増加が見込まれ、近い

将来には両村で廃棄物の処理を行 うごみ処理施設

「青葉苑」の処理能力を超えることが予測されて

お ります。このため、中城村・北中城村・浦添市に

よるごみ処理の広域化を推進することでごみ処理

能力の向上や効率化、経費の削減が期待されます。

平成 29年度において新一般廃棄物処理施設整備

推進室を設置し、清掃一部事務組合設立に向けま

い進 してまいります。

事業費 117万円

財源 :村 ■7万円

【主な経費】

負担金 117万円

【一括交付金】公共施設等エコアクション推進事業 建設課

村全体でC02削減に向けたエコアクションを推進

する取り組みとして、公共施設におけるクリーン

エネルギー (太陽光設備)を導入するため、街灯

をLEDするための工事を行います。

事業費 970万円

財源 :県 776万円、村 194万円

【主な経費】

委託料 (街灯 LED取替設計)

350万 円

街灯 LED取替工事    620万 円

【一括交付金】太陽光設備整備事業 生涯学習課

村全体で C02肖 1減に向けたエコアクションを推進

する取り組みとして、公共施設におけるクリーン

エネルギー (太陽光設備)を導入 します。

<取組実績>
H24 渡口公民館

H25 和仁屋公民館

H27 大城公民館

H29 石平公民館

事業費 2,781万円

財源 :県 2,194万 円、村 549万 円

自治会負担 38万円

【主な経費】

委託料 (システム設計および

現場技術業務) 275万円

工事請負費      2,506万 円
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2.「生涯健やかで笑顔あふれる“健康づくり"」

①地域保健の充実と健康増進

②国民健康保険の安定運営

【一括交付金】健康長寿のまちづくリアクション事業 企画振興課

【主な経費】

委託料 (城 ヨガ)

委託料 (体力測定会)

嘱託員報酬等

その他

財源 :県 475万円、村 171万 円

事業費 646万円

320万円

12万円

239万円

75万円

平成 26年度に策定した健康長寿のまちづくリアクションプランに基づき、 「女性長寿日

本一のPR事業」や 「健康づくり村民会議」を実施するとともに、平成 27年度に実施し

た健康調査を基に浮き彫 りとなった本村の健康課題にアプローチする定例健康イベン ト

(朝 ヨガ・太極拳等)を引き続き実施 し、村民の運動習慣の啓発に繁げ、健康長寿のまち

づくりを展開します。

・

う

い

健康診査事業 (人間 ドック含む) 健康保険課

職場等で人間 ドック又は脳 ドックを受ける機会が

無い方に、いずれか 1つの費用を助成 し負担軽減

を図る事業です。特定健康診査等がセットになつ

た ドック検診として実施 してお り、特定健康診査

等の受診率向上も図ります。

事業費 2,214万円

財源 :県 76万円、村 2,138万円

【主な経費】

人間 ドック等委託料

(40～ 74歳 )

(75歳以上)

その他

1,240万 円

498万円

481万円

国民健康f呆険特別会計繰出金 福祉課

国民健康保険事業で発生した収支不足分を補 うた

め、国民健康保険事業特別会計へ繰出金 として支

出します。

事業費 4億 2,604万円

財源 :国 2,055万 円、県 6,390万円

村 3億 4,159万円

【主な経費】

職員給与等 8,857万 円

基盤安定 1億 1,263万 円

財政安定化支援事業費  7,804万 円

出産育児一時金 1,680万 円

赤字補填繰出金 1億 3,000万 円
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高齢者インフルエンザの無料化 健康保険課

「

―

基

879万 円事業費

財源 :村 879万円

879万 円

【主な経費】

委託料 (予防接種)

高齢の方(65歳以上)や慢性的な基礎疾患を有する方 (60歳～65歳未満)が季節性インフル

エンザを発症すると、月市炎や脳症等の重症化を招く可能性が高いと考えられています。そ

れらの方に対 し、平成 29年度からインフルエンザワクチンの予防接種を無料で実施 しま

す。

3.「人と文化を育む時代を担う“人づくり"」

①学校教育の充実

DOTE米大学視察 総務課

事業費 175万円

財源 :村 175万 円

【主な経費】

特別旅費

交際費

手数料

143万円

15万円

17万円

教育機関ネットワーク形成事業 (DOTEプ ログラム)及び海外短期留学事業の更なる充実

を図るため、現在の 「ワシントン州立大学」との協定に加え、「サザンニューハンプシャ

ー大学」、「ノースシア トルカレッジ」との協定締結を行います。

北中城中学校改築に伴 う屋外整備事業 教育総務課

雛

事業費 6,387万円

財源 :村債 4,740、 村 1,597万 円

【主な経費】

委託料 (実施設計)

委託料 (工事監理)

屋外整備工事

530万円

294万円

5,513万円

平成 27年度から始まった中学校校舎改築工事も平成 29年度に完成を予定しています。

少人数教室の設置や多目的スペースの整備など多様化する学習内容に対応できる施設 と

なります。さらに平成 29年度は、校舎改築と並行 してテニスコー トや駐車場などの屋外

整備も行います。
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【一括交付金】児童生徒の県外派遣に関する補助事業 教育総務課

運動競技及び文化活動を奨励することにより、児

童生徒の健全育成及び将来の沖縄振興に資する人

材育成を図るため、児童生徒の県外大会等派遣費

用について、支援を行います。

事業費 760万円

財源 :県 405万円、村 355万円

【主な経費】

補助金 760万円

【特定防衛】北中城中学校 ICT事業 教育総務課

事業費 1,687万円

財源 :国 1,349万円、村 388万円

【主な経費】

教育用 PC購入費 1,687万円

平成 21年度に整備 した学校 ICT機器 (教育用パソコン及びその周辺機器)の更新及び教

材の整備を行い、枚本オソフ トを充実させることで、児童生徒の情報活用能力の育成と学校

における更なる情報化の推進を図ります。

【一括交付金】学習支援員配置事業 教育総務課

学習の遅れがちな児童生徒に対 し、基礎的・基本

的知識や技能の習得に向けた支援を実践すること

で、幅広く活躍できる人材育成の上台作りを図り

ます。

事業費 549万円

財源 :県 432万円、村 117万 円

【主な経費】

賃金等 (北中城小 1人 )

賃金等 (島袋小 1人 )

賃金等 (北 中城中 1人 )

183万 円

183万 円

183万 円

【一括交付金】特別支援教育支援員配置事業 教育総務課

村立幼稚園、小学校、中学校に在籍し、障害を持

つた子や発達が気になる子に対し、身辺自立の介

助や対人関係の手助け、学習補助などの支援を行

うことで、障害のある者 と障害のない者が共に学

ぶ仕組みづくりを図 ります。

事業費 5,471万 円

財源 :県 4,075万 円、村 1,396万円

【主な経費】

口届託員報酬等      260万 円

賃金等 (北中城小 10人)1,882万円

賃金等 (島袋小 6人) 1,099万 円

賃金等 (北 中城中 7人)1,282万円

賃金等 (幼稚園 7人)  998万 円
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【一括交付金】総合学習英会話指導事業 教育総務課

!―
事業費 802万円

財源 :県 635万円、村 167万円

【主な経費】

嘱託員報酬 (北小 1人 )

嘱託員報酬

(島小・幼稚園 1人 )

嘱託員報酬 (島小 1人 )

267万円

265万円

265万円

英語を母国語とする外国人や英会話能力の優れた講師による英会話指導を実施 し、生きた

英語に触れることで、外国語教育の充実と国際性豊かな人材育成を図 ります。

就学援助事業 教育総務課

学校教育法により義務教育を受ける児童・生徒が

経済的理由により就学が困難な場合、学用品や修

学旅行費、医療費、学校給食費等の一部を援助す

ることにより義務教育課程の円滑化を図ります。

事業費 2,762万 円

財源 :国 105万 円、県 100万円

村 2,557万 円

【主な経費】

要保護児童援助費    31万 円

特別支援教育就学奨励費 181万円

準要保護児童援助費  2,550万 円

教育相談事業 教育総務課

学校及び中央公民館に教育相談員を配置し、児童・

生徒または保護者の相談に応 じることで、いじめ

や不登校等の諸問題に対する対策をとり、早期発

見と予防を図 ります。

事業費 505万円

財源 :村 505万円

【主な経費】

嘱託員報酬 (2人 )

相談員報酬 (2人 )

379万円

126万円

理科教育施設整備等事業 教育総務課

理科、算数及び数学に関する教育を実施するため

の設備の整備を行い、また、理科の観察・実験に使

用する設備の準備・調整等を行 う補助員 として観

察実験支援員を配置 し、理科等教育の振興及び充

実を図ります。

事業費 440万 円

財源 :県 180万 円、村 260万円

【主な経費】

儀品購入費

賃金

80万 円

860万 円

【一括交付金】河ヽ中学生県外派遣補助 (社会教育関連)事業 生涯学習課

将来の沖縄振興に資する人材育成のため、児童・

生徒や少年チーム等のスポーツ・文化活動におけ

る県外派遣費用に対 して支援を行います。

事業費 99万円

財源 :県 79万円、村 20万 円

【主な経費】

補助金 99万 円
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【一括交付金】米国教育機関ネットワーク形成事業 (DOTEプログラム) 生涯学習課

事業費 619万円

財源 :県 438万円、村 186万 円

【主な経費】

委託料

使用料

役務費

消耗品費

583万円

15万円

16万円

5万円

国際化社会に対応できる人材の育成に向けて、子どもから大人までを対象に米国の教育

機関の講座を開講します。

②生涯学習の推進と生きがいづくり

③地域文化の振興と継承

【一括交付金】あやかりの杜滞在型施設推進委託料 生涯学習課

事業費 604万円

財源 :県 483万円、村 121万 円

【主な経費】

委託料 604万円

「あやかりの社」の宿泊施設やキャンプ場などを活用 し、野外活動や沖縄の自然・伝統文

化の学習などを実施することにより、地域振興及び観光振興に繋げます。

【一括交付金】「中城間切ノロ関係資料 (仮 )」 作成事業 生涯学習課

計手懇

事業費 432万円

財源 :県 345万円、村 87万円

【主な経費】

嘱託員報酬

印刷製本費

その他

241万円

182万 円

9万円

平成 28年度に発刊した本巻や、これまでに収集した資料及び調査成果をもとに、平易な

表現や写真・図版主体に再構成し、『 中城間切ノロ関係資料集 (仮)普及版 (ビジュア

ル版)』 として発刊します。
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【一括交付金】琉球歴史風致資産調査事業 生涯学習課

■  
―

事業費 899万円

財源 :県 710万円、村 189万円

【主な経費】

嘱託員報酬等

賃金

732万円

167万 円

過年度調査分の歴史風致資産について、より詳細な情報を収集・記述するため、文献資料

による補足調査を行 うとともに、村内で行われている伝統的な民俗祭祀行事について、専

門的見地から内容を記録・解説するため、映像記録の作成・編集、聞き取 り調査及び関連

史料の収集 。内容分析を行います。

北中城村史第 5巻戦後編編纂 生涯学習課

事業費 684万円

財源 :村 684万円

【主な経費】

専門職員派遣契約料

臨時職員賃金

その他

458万円

167万 円

59万円

本村の戦後復興の歩みを記録し、『北中城村史第 5巻戦後編』として発刊するため、関係

者への聞き取り調査や資料収集を実施します。

「渡口・和仁屋近世墓群」発掘調査 生涯学習課

事業費 200万円

財源 :国 200万円

【主な経費】

委託料 200万円

県道 81号沿線に所在する埋蔵文化財 「渡口・和仁屋近世墓群」が、当該道路改良工事の

影響を受けるため、記録保存を目的とした発掘調査を実施 します。

駐留軍用地跡地利用推進事業 (文化財調査推進事業) 生涯学習課

「沖縄における在 日米軍施設 。区域に関する統合

計画」により、機能移設・返還が予定されているキ

ャンプ瑞慶覧地区における文化財関連の資料収集

や発掘調査計画の検討を実施 します。

事業費 498万円

員オ源 :国 394万円、村 99万円

【主な経費】

専門職員人件費 498万 円
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④平和活動・国際交流の推進

【一括交付金】海外移住者子弟研修生受入れ事業 総務課

事業費 386万 円

財源 :県 190万円、村 196万円

【主な経費】

費用弁償 (渡航費等)

補助金

日本語研修委託料

その他

187万円

110万円

30万 円

59万 円

世代交代が進む海外子弟の青年に、沖縄の文化・伝統芸能の習得によるウチナーンチュと

してのルーツを再確認してもらうとともに、本村及び派遣生 OBを交えて海外と本村を結

ぶ懸け橋となる人材育成を図 ります。

【一括交付金】南米 3ヵ 国青年研修生派遣事業 総務課

事業費 140万円

財源 :県 96万円、村 44万円

【主な経費】

補助金 140万円

友好親善と国際交流の推進を図るため、本村出身者が多く経済発展を遂げている南米 3カ

国 (ペルー、アルゼンチン・ブラジル)及び交流可能な海外村人会に研修生を派遣 します。

【対米】中学校。高校生海外短期留学派遣事業 生涯学習課

■」ゴギ■
t

事業費 713万 円

財源 :諸収入 506万 円、村 170万円

【主な経費】

委託料

補助金

負担金

380万円

296万円

37万 円

中学生、高校生に高校生に海外で学習・生活する機会を与えることにより、異文化理解 と

視野の拡大および、国際性豊かな人材育成に繁げることを目的としています。
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4.「ゆいま―る(相互扶助)で築く安全・安心な“地域づくり"」

①児童福祉田子育て支援の充実

放課後児童クラブ整備事業 福祉課

親の仕事と子育ての両立を図るため、放課後や長

期の休みの間児童が利用できる施設 (学童保育)

の整備を行います。平成 29年度は島袋地区に施設

を建設するための実施設計業務を行います。

事業費 950万円

財源 :県 855万円、村 95万円

【主な経費】

委託料 (実施設計) 950万円

保育士処遇事業費補助金 福祉課

事業費 420万円

財源 :村 420万 円

【主な経費】

補助金 420万円

子育て施策の充実のため、認可保育所で働 く保育士の賃金の一部を補助 し、福利厚生の充

実を図ります。

特定毅育・保育施設給付事業 教育総務課

幼児を保育 し、幼児の健やかな成長のために適当

な環境を与え、その心身の発達を助長することを

目的に、特定教育・保育施設 (認定こども園等)を

利用する教育標準時間認定 (1号認定)を受けた

子どもに対 し、施設を通じて給付費を支給 します。

事業費 908万円

財源 :国 271万円、県 289万 円、村

348万円

【主な経費】

負担金 908万円

一時預かり保育事業 教育総務課

幼稚園教育課程に係る教育時間終了後の年後に、

希望する在園児を預かり保育することで心身の健

全な発達、幼児の生活全体が豊かなものとなるよ

う幼稚園と家庭が連携 して子育て支援を行いま

す。

事業費 985万円

財源 :国 287万 円、県 287万円

使用料 310万円、村 101万円

【主な経費】

補助金 (認定こども園)191万円

嘱託員報酬 (村立幼稚園)320万円

賃金 (村立幼稚園) 474万 円
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放課後子ども教室推進事業 生涯学習課

事業費 186万 円

財源 :県 50万円、村 86万円

【主な経費】

謝礼金         88万 円

費用弁償       11万 円

需要費 (消耗品費、食糧費、

印刷製本費) 35万 円

役務費 (通信運搬費・傷害保険料 )

2万円

コーディネーター及び地域の安全監理員が連携 し、子どもたちと共に勉強やスポーン、文

化活動、地域交流等様々な取組を実施 します。

学校支援地域本部推進事業 生涯学習課

事業費 198万 円

財源 :県 50万 円、村 148万円

【主な経費】

謝礼金         136万 円

費用弁償       31万 円

需要費 (消耗品費、印刷製本費)

11万円

役務費 (通信運搬費・傷害保険料)

20万円

小 。中学校 3校に配置しているコーディネーターがパイプ役となり、多くの学校支援ボラ

ンティアの協力を得て、学習支援や環境整備等幅広く支援を行います。

ブックスター ト読み聞かせ事業 生涯学習課
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事業費 137万 円

財源 :村 136万円

【主な経費】

報償費        32万 円

需要費 (消耗品費、食糧費、

印刷製本費) 95万 円

役務費 (通信運搬費 。手数料 )

9万円

乳児一般健診時に、赤ちゃんと保護者に読み聞かせと絵本のプレゼン トを実施 し、絵本を

介在とした親子の愛着形成を図るための支援を行います。
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②高齢者福祉の充実

北中城村社会福祉協議会補助金 福祉課

住民が安心して日々の生活を営めるよう、様々な

課題に対する福祉面の支援及び住民の福祉活動ヘ

の参加を促す取組みを行 う、地域福祉の中心的役

割を担 う村社会福祉協議会への活動支援として補

助を行います。

事業費 4,886万 円

財源 :村 4,886万円

【主な経費】

補助金 4,886万 円

北中城村社会福祉センター運営補助金 福祉課

;■ ir!■Ⅲ■
` 1,288万円

1,288万円

＼

嘱

H

事業費

【主な経費】

補助金

財源 :村 1,283万 円

村社会福祉協議会のさまざまな活動を行 う拠点である「北中城村総合社会福祉センター」

の運営補助を行います。

t l

生きがい活動支援通所事業 福祉課

村内に居住する概ね 65歳以上の高齢者 (介護保険

サービス対象外の方)の生きがいと社会参加を促

し、社会的孤立感の解消と自立生活の助長を図る

事業を行います。

事業費 1,948万 円

財源 :村 1,943万 円

【主な経費】

委託料 1,943万 円

高齢者保健福祉計画策定業務 福祉課

事業費 279万円

財源 :村 279万円

【主な経費】

委託料 279万円

少子高齢、核家族の増加や老老介護などさまざまな課題が増える中で、高齢者が住み慣れ

た地域で健康に生きがいをもつて過ごせるよう、また、地域で支え合いの仕組みをつくる

ための取組みを定める計画の策定 (改定)を行います。
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③障害者(児 )福祉の充実

障害者等の活動支援及び居場所づくり事業 福祉課

日中の活動機会の提供や、相談支援等を通 して、

障害者等 (引 きこもり、発達障害、精神障害者等)

の社会活動を支援する事業を行います。

事業費 493万円

財源 :村 498万 円

【主な経費】

委託料 493万円

障害者福祉行動計画策定に関する業務 福祉課

' 1,と ,1'.

疑
_衛       .■ ヽ

・書 ir

事業費 348万円

財源 :村 348万円

【主な経費】

委託料 348万円

障害者基本法の趣旨にのっとり、障害の有無にかかわらず、相互に人格 と個性を尊重 しあ

いながら共生する社会の実現に向けた取組みを定める計画の策定 (改定)を行います。

重度心身障害者 (児)医療費助成事業 福祉課

重度心身障害者 (障害児)の医療費の うち、保険が

適用される自己負担分の費用を助成 し、福祉の増

進を図ります。

事業費 2,315万 円

財源 :県 1,157万 円、村 1,158万円

【主な経費】

扶助費 2,315万 円

障害福祉サービス費 福祉課

障害者 (児)の 日常生活及び社会生活を営むこと

ができるよう必要なサービス・給付を行 うと同時

に、障害の有無にかかわらず相互に人格 と個人を

尊重 し安心 して暮 らすことができるよう支援を行

うための事業を実施 します。

事業費 3億 8,571万 円

財源 :国・県 2億 6,082万 円

村   1億 2,489万 円

【主な経費】

扶助費 3億 8,571万 円
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市民後見推進事業 福祉課

住み慣れた地域で、自分らしく安心して暮らせる

地域づくりを目指すため、認知症や知的・精神障

害などにより判断能力が不十分な方が成年後見制

度を適切に利用できる仕組みづくりを進めるとと

もに、権利擁護の推進を図るための事業を行いま

す。

事業費 561万 円

財源 :県 374万円、村 187万 円

【主な経費】

報償費

旅費

委託料

需用費 など

60万 円

50万 円

434万 円

17万円

④地域防災力の向上

防災行政無線システム整備事業 総務課

| モ

嚢

事業費 724万円

財源 :村債 720万 円、村 4万円

【主な経費】

委託料 (実施設計) 724万円

老朽化 した防災無線システムの更新 とあわせて、電波の効率利用のため従来のアナログ方

式からデジタル方式に変更するための実施設計を行います。災害時の迅速な避難情報提供

やその他の情報共有を図り、村民の命や財産等を守ることを目的とします。

【一括交付金】災害時要援護者避難支援事業 福祉課

事業費 683万 円

財源 :県 517万円、村 166万円

【主な経費】

委託料

補助金 (資機材整備)

350万 円

333万 円

観光客を含む災害時要援護者の円滑な避難を図るための事業や、自主防災組織等への防災

資機材の整備を行い、要援護者を支援する体制の整備・強化を行います。
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中城北中城消防組合負担金 総務課

事業費 2億 2,665万 円

財源 :村 2億 2,665万 円

【主な経費】

負担金 2億 2,665万円

中城村 と共同で運営する、中城北中城消防組合への運営負担金です。

消火活動、救急活動、災害時の対応等を行います。

⑥人にやさしい環境づくり

生活困窮者支援等共助の基盤づくり事業 福祉課

生計や家庭の問題等 さまざまな分野の相談支援

や、さまざまなイベン トを通 じて地域のみんなで

支えあう体制づくりを実施 します。

平成 27年度まで 「地域福祉等推進特別支援事業」

として実施 していた事業です。

事業費 548万円

財源 :国 200万円、村 348万円

【主な経費】

委託料 548万円
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5.「地域の魅力を活かしたにぎわいのある“産業づくり"」

①観光D商工業の振興

観光協会補助金 企画振興課
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Ⅲ学望

事業費 1,300万 円

財源 :村 1,300万円

【主な経費】

補助金 1,300万 円

北中城村への観光客誘致に向けた、さまざまな取組みを行 うため、平成 28年度に設立さ

れた観光協会への運営費補助金です。

【一括交付金】観光誘客プロモーション事業 企画振興課

北中城村の観光誘客プロモーションを推進するこ

とで観光客のおもてなしを充実させ村内飲食店や

観光施設等へ誘客し本す観光事業の活性化を担いま

す。

<平成 29年度の実施内容>
・観光案内業務の実施 (多言語観光案内所)

・観光多言語ポータルサイ トの運用・機能追加

・観光多言語案内冊子等製作配布 (60,000部 )

・観光イベントでのプロモーション

(国 内 2イ ベン ト、海外 2イ ベン ト)

事業費 5,313万円

財源 :県 4,248万 円、村 1,065万 円

【主な経費】

委託料

旅費

賃金等

その他

4,897万円

182万円

178万円

56万 円

【一括交付金】ライカム交差点交流オアシス整備事業 企画振興課

〒
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事業費 655万 円

財源 :県 524万円、村 131万円

【主な経費】

委託料 (実施設計) 655万 円

米軍により返還されたアフセゴルフ場跡地の開発により、国内外から多くの観光客が北中

城村を訪れるようになったことから、観光客と村民との交流・憩いの場を創出し更なる誘

客を図るため、当該地区の玄関日となるライカム交差点の道路残地を活用 した交流スペー

スの整備を行います。 (写真はイメージです。 )
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【一括交付金】北中城まつり活性化事業 企画振興課

事業費 2,417万 円

財源 :県 1,931万 円、村 486万円

【主な経費】

補助金

賃金等

2,250万 円

167万 円

村内団体などで構成される北中城村まつり活性化委員会へ補助金を交付 し、夏場の 「青

年エイサー」、秋場の 「北中城 しおさいまつり」、冬場の 「ひまわりまつ りin北中城」

開催の支援を行います。

【一括交付金】観光資源創出事業 企画振興課

多様化する観光客の観光ニーズに対応するため、

新たな観光資源の創出や既存観光資源の事業を継

続・発展を可能とするため、観光資源について商

品企画を意識 し、関係者の意向などその熱度等を

踏まえた上で、観光資源の活用推進を実施 しま

す。

事業費 1,008万 円

財源 :県 806万円、村 202万円

【主な経費】

委託料 1,008万 円

【特別交付税】地域おこし協力隊事業 企画振興課

Ei三

事業費 2,033万 円

財源 :特別交付税 1,996万 円、村 37

万円

【主な経費】

委託料 (活動業務)

嘱託員報酬

特別旅費

1,000万 円

996万円

37万円

者[市地域から移住 した方を「地域おこし協力隊員」として委嘱し、地域ブラン ド等の開発、

販売、PR等の地域おこし支援などの活動を行いつつ、隊員の定住・定着を図る事業です。

企画振興課では、主に観光・商業分野での地域振興活動を行います。
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【一括交付金】観光情報インフラ整備推進事業 企画振興課

村観光基盤の強化に向け、村内主要観光スポット

や飲食店等を訪れるインバウン ドを含めた観光客

の情報収集の利便性向上に向け、公衆無線 LAN及

び付加サービスを提供 します。

また、サービス利活用データを収集・分析する事

により、村内の観光動向指数を調査・分析できる

基盤を整えます。

事業費 2,472万 円

財源 :県 1,977万 円、村 495万円

【主な経費】

委託料 2,472万円

【一括交付金】観光地アクセス道路美化業務 建設課

観光地沖縄 としての魅力向上を図るため、観光客

が訪れる観光地へのアクセス道路の美化作業を行

います。

事業費 1,140万 円

財源 :県 912万円、村 228万円

【主な経費】

委託料 1,140万 円

②農業の振興

【一括交付金】営農支援強化事業 農林水産課

11
i一

事業費 1,117万 円

財源 :県 898万円、村 224万円

【主な経費】

嘱託員報酬      442万 円

委託料 (パイプハウス整備 )

675万円

専門性の高い営農指導員の指導により、農業者に対 し生産から販売までの総合的な営農体

制を支援します。

また、安定した農業経営に必要なパイプハウス施設設置支援を行います。

地産地消コーディネーター委託事業 農林水産課

事業費 800万 円

財源 :諸収入 150万円、村 150万 円

●

【主な経費】

委託料 300万円

北中城村産品アンテナショップを商品の物流及び販売拠点とし、地元で生産 された新鮮で

安全な農水産物や加工品を消費者へ提供 します。
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農業振興地域整備計画 (計画策定)業務 農林水産課

農業振興地域の整備に関する法律第 8条に基づき

策定された本村の農業振興地域整備計画につい

て、農業情勢の変化に対応するため、農業振興地

域整備計画の見直しを行います。

事業費 404万円

財源 :村 404万円

【主な経費】

委託料 404万 円

農業次世代人材投資事業 農林水産課

事業費 750万円

財源 :県 750万円

【主な経費】

交付金 750万円

青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、就農前の研修期間 (2年以内)及び経

営が不安定な就農直後 (5年以内)の所得を確保する給付金を給付します。

【特別交付税】地域おこし協力隊事業 農林水産課

事業費 305万円

財源 :特別交付税 305万円

【主な経費】

嘱託員報酬

賃借料

その他

199万 円

95万円

11万円

都市地域から移住 した方を「地域おこし協力隊員」として委嘱 し、地域ブラン ド等の開発、

販売、PR等の地域おこし支援などの活動を行いつつ、隊員の定住 。定着を図る事業です。

農林水産課では、主に農業分野での地域振興活動を行います。

【一括交付金】農を活かした北中城活性化事業 企画振興課

耕作放棄地の解消や農業従事者不足の解消を図

り、付加価値農産物の栽培可能性を見出すことに

より、持続性ある本村の新たな農業展開を目指す

ため、さらには水耕栽培の実証実験を通 して六次

産業化商品の開発に向けた生産物供給についても

検討を行います。

事業費 1,494万円

財源 :県 1,194万円、村 300万円

【主な経費】

委託料 (コ ンテナ式水耕栽培

実証実験の実施委託費)

1,494万 円
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③水産業の振興

④雇用の創出と就業支援

【一括交付金】地域ブランド構築事業 企画振興課

村の特産品であるアーサ (ヒ トエグサ)と は別の新

たな食材を活用 した商品開発やテス トマーケティ

ングを行なうとともに、既存商品のブラッシュア

ップを行ないます。

事業費 519万円

財源 :県 415万円、村 104万 円

【主な経費】

委託料 (新商品開発業務)500万円

旅費         19万 円

【一括交付金】グッジョブ連携推進事業 企画振興課

事業費 1,900万 円

財源 :県 1,519万 円、村 381万円

【主な経費】

委託料 1,900万 円

将来のまちづくりの担い手となる児童生徒の勤労観・職業観 と学校をはじめ地域全体の連

携による雇用問題の解決や就業意識の向上を図るため、ジョブシャ ドウイングをはじめと

するキャリア教育を実施し、村立中学校の進路未決定者について進学及び就労支援を行い

ます。

また、村内の県立高等学校をグッジョブ地域連携協議会への参画を促 し、小学校から高等

学校までの成長段階に応 じたキャリア教育の実施に努めます。

【一括交付金】雇用サポートセンター事業 企画振興課

高い水準で推移 している失業率の改善を図るた

め、若者や退職期を迎えた団塊世代の就職への対

応等に努めます。

また、昨年度から実施 している村立中学校を卒業

する進路未決定者に対し、北中城村グッジョブ地

域連携協議会と協調 し、就業等の支援に引き続き

取 り組み、履歴書の書き方支援、面接対策等、き

め細かな対応を実施することで求人者と求職者と

のマッチングを図ります。

事業費 512万円

財源 :県 400万 円、村 112万 円

【主な経費】

嘱託員報酬等

賃金等

賃借料等

239万円

172万 円

101万 円
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6.「村民と共に創造する夢のある“まちづくり"」

①村民と協働のまちづくり

自治会育成交付金 総務課

事業費 2,677万円

財源 :村 2,677万 円

【主な経費】

補助金 2,677万円

北中城村の各地域では、地域住民が主体となつて特色ある地域づくりが進められていま

す。地域の課題解決や展望に向けての住民による主体的な取 り組みを支援します。

村民提案制度活動支援事業 企画振興課

事業費 150万円

財源 :村 150万円

【主な経費】

補助金 150万円

村民から政策や事業等の提案を受けることにより、村民と行政の協働によるまちづくり及

び村民参画を積極的に推進するため、村民提案制度を実施 してお ります。

村民の自主的なまちづくり活動及び地域コミュニティの育成に資する事業で、広く村民の

参加が開かれた公益的又は公共的な事業を対象として、これまで多くの団体にご活用いた

だいてお ります。

自治会工事補助 建設課

公共の福祉に寄与することを目的 として、自治会

等で行 う土木事業 (工事)の費用の一部を助成 し

ます。

事業費 500万 円

財源 :村 500万円

【主な経費】

補助金 500万円
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②効率的な行財政運営

551万円事業費3午に 1度(固定資産の評価額を見直す「評価替
えJが平成130年度に行われることに先立って、状
況類似地区や標準値あ見直しに係る現地調査等並|

びに当該年度 (平成27年度基り 地日変更,分合
筆等の画地計算を行います。・

【.主な1経費】
委話糾

1財源 .:村 551万円

551万円

イ

235万円事業費

財源 :国 235万円
市町村と年金機構との問|でやリーとりされている国

民年金関係の届書、報告書、処理結果等の書類を

これまで|の紙媒体から、DVD等の電子燥体に変

更するための事業ですと午金記録の適正1管理(処
理期間|の短縮が期待されますど  ,

【主な1経費】
委託料 235万円
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