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令和２年度北中城村予算について 

 

 

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、計画の推進を図っています。また、令和元年度に

は、「後期基本計画（令和２年度から令和６年度の５年間）」を策定しました。 

令和２年度一般会計当初予算では、「北中城村第四次総合計画」の６つの基本方針

および「後期基本計画」の実現と、特に村の重要施策である子育て世帯への支援・

子育て環境の充実に向けた事業の予算化を念頭に編成しました。 

今回、予算書のうち主な事業について、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、新型コロナウィルスの影響で一部事業の中止・延期などが予測されます

が、本資料は当初予算書に沿って作成していることをご了承下さい。 

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“健康づくり”」 

「人と文化を育む時代を担う“人づくり”」 

「ゆいまーる（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、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拠点形成 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 

振興と継承 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．「ゆいまーる（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障がい者（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誰もがチャレンジ出来る社会づくり 

 

 

令和２年度（2020 年）－令和６年度（2024 年） 

北中城村第四次総合計画「第５章施策の大綱」より 

 

令和２年度予算の主な事業について 
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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）1,1000㎡ 

（H27）6,606㎡取得済み 

（H28） 215㎡取得済み 

（H29）1,473㎡取得済み 

（R1）  900㎡取得済み 

（R2）  900㎡取得予定 

事業費        4,740万円 

財源：県 134万円、村 34万円 

   基金 4,572万円 

【主な経費】 

収入印紙代        4万円 

委託料（土地価格調査）  60万円 

支援業務委託料      104万円 

用地取得費      4,572万円 

 

【一括交付金】観光周遊バス実証事業 企画振興課 

 事業費       2,559万円 

財源：県 2,047万円、村 512万円 

【主な経費】 

 地域公共交通会議費   19万円 

 観光周遊バス運行業務委託料 

1,563万円 

 実証実験支援業務委託料 

687万円 

 車両賃借料      290万円 

本村は、世界遺産「中城城跡」や国指定重要文化財「中村家住宅」をはじめとする歴史

文化遺産や観光スポットとなる大型商業施設やカフェ等が多く点在するものの、そのほと

んどが公共交通空白地域にあることから、二次交通が脆弱な状況です。 

村内の主要な観光施設等をバスで結び、村内の周遊を可能とすることで、観光客の誘

客を図り加えて村民の利便性を図ります。 

一括交付金を活用し、令和２年度は無償での実証実験、令和３年度は有償での実証実

験を行います。 

 

アワセ土地歴史まちづくり映像保存業務 建設課 

歴史を後世に伝えるため、駐留軍用地としての

利用から返還合意、跡地利用に至るまでの映像の

記録、編集を実施します。 

事業費         130万円 

財源：県 104万円、村 26万円 

【主な経費】 

委託料         130万円 
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【一括交付金】公営墓地整備事業 
住民生活課・ 

建設課 

 事業費      2億 9,664万円 

財源：県 2億 3,731万円 

村債 5,910万円、村 23万円 

【主な経費】 

現場技術業務      350万円 

価格調査業務       20万円 

工事費      2億 9,294万円 

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。 

 

アワセ地区環境影響評価調査業務 建設課 

 事業費         627万円 

財源：基金 627万円 

【主な経費】 

委託料         627万円 

アワセゴルフ場跡地での開発は環境影響評価書を基に開発が進められており、沖縄県環

境基本条例に基づき、開発が終了した後の事後調査を行う必要があります。その調査結果

を取りまとめ、県への報告書の作成を行います。 

 

 

③暮らしを支える道路交通環境の形成 

 

【特防】島袋地区排水路整備工事 建設課 

 事業費        1,312万円 

財源：国 929万円、村債 383万円 

【主な経費】 

本工事費       1,162万円 

付帯工事費       150万円 

 

 

老朽化した島袋地区内集落道の側溝整備を実施します。 
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道路台帳整備業務 建設課 

村道認定した路線及び未整備路線において、台

帳図面を作成し、道路管理者として適切な管理を

行います。特にライカム地区においては新規路線

となっているため速やかに台帳作成を行います。 

事業費         385万円 

財源：村 385万円 

【主な経費】 

委託料         385万円 

 

主要村道予備設計業務 建設課 

概略設計及び設計条件に基づき、主要村道の予

備設計を実施し、概算事業費を算出し、補助申請

のための資料作成を行います。 

事業費         100万円 

財源：村 100万円 

【主な経費】 

委託料         100万円 

 

【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        1,510万円 

財源：国 1,149万円、村 361万円 

【主な経費】 

収入印紙代        3万円 

不動産観点時点修正    9万円 

単価入替業務       61万円 

用地購入費      1,437万円 

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

備を行い、県営中城公園へのアクセス性の向上を図ります。 

 

渡口地区排水路整備事業 建設課 

 事業費        1,507万円 

財源：村債 1,070万円、村 437万円 

【主な経費】 

本工事費       1,507万円 

老朽化した排水路を更新するとともに農地の有効利用を考慮した整備を行います。 

 

 

 



- 4 - 

 

④環境共生社会の実現 

 

北中城村災害廃棄物処理計画策定業務 住民生活課 

北中城村の災害廃棄物のごみ量、ストック方法、

処理方法等の具体的計画を策定します。 

事業費         437万円 

財源：基金 437万円 

【主な経費】 

計画策定業務委託料   437万円 

 

資源化ヤード運営業務 住民生活課 

  事業費         712万円 

財源：村 712万円 

【主な経費】 

運営業務委託料     712万円 

住宅や公園及び街路から排出される草木等の植物ごみをチップ化し、発酵処理すること

で堆肥を生産し、堆肥を村民に還元します。 

令和２年度より指定管理を行います。 

 

資源ごみ収集運搬業務 住民生活課 

村民が排出する空き缶、空き瓶、ペットボトル、

古紙、古布等の資源化できるごみを各地域週 1 回

の頻度で回収します。 

令和２年度より収集運搬業務の業者委託を行い

ます。 

事業費        1,523万円 

財源：村 1,523万円 

【主な経費】 

委託料        1,523万円 

 

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  

 

運動支援事業 健康保険課 

 国民健康保険被保険者を除いた 30歳以上 65歳

未満のうち、検診を受信しメタボリックシンドロ

ームに該当した方に対し、スポーツジムを週 1回

3か月（合計 12回）を利用してもらい、運動習

慣に取り組むきっかけづくりを図ります。 

事業費         20万円 

財源：村 20万円 

【主な経費】 

運動支援委託料     20万円 
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予防接種事業（65歳以上インフルエンザ無料化を含む） 健康保険課 

 事業費         5,758万円 

財源：国 126万円、村 5,632万円 

【主な経費】 

需要費、役務費      83万円 

委託料（予防接種）   5,675万円 

（うち 65歳以上インフルエンザ無料

化分約 200万円） 

予防接種法及び村が行政措置として行う予防接種に基づき、感染のおそれのある疾病の

発生及び蔓延予防と、公衆衛生の向上及び健康増進を目的として、乳幼児及び高齢者、成

人風疹の予防接種を実施します。 

 

健康診査事業（人間ドック含む） 健康保険課 

 事業費        2,054万円 

財源:県 55万円、諸収入 200万円 

村 1,799万円 

【主な経費】 

人間ドック等委託料 

（40～74歳）     1,144万円 

（75歳以上）      500万円 

村民健診委託料     220万円 

その他         190万円 

健康増進法並びに高齢者の医療確保に関する法律に基づき健康診査及びがん検診等を

行い、疾病の早期発見や重症化予防、生活習慣の改善促進等を図ります。 

 

妊婦健康診査事業 健康保険課 

安全な分娩と健康な子どもの出生のため、定期

的な健康診査を促進し、妊婦の健康管理の向上を

図ります。 

事業費        1,720万円 

財源:村 1,720万円 

【主な経費】 

委託料        1,657万円 

手数料          19万円 

消耗品費         4万円 

償還払          40万円 
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乳幼児健康診査事業 健康保険課 

乳幼児の疾病や異常を早期発見し、療養や相談・

指導等適切な支援を行うことで、乳幼児の健全な

発育・発達を支援します。 

事業費         547万円 

財源:村 547万円 

【主な経費】 

委託料         343万円 

報償費         167万円 

その他          37万円 

 

がん検診等事業 

婦人科健診事業 
健康保険課 

健康増進法に基づき、がん検診等を行い、疾病

の早期発見につとめます。また、20歳以上の女性

特有がんの検診を行います。 

事業費        1,217万円 

財源:村 1,217万円 

【主な経費】 

婦人科健診委託料    450万円 

がん検診委託料     513万円 

その他         254万円 

 

健康づくり三事業 健康保険課 

 事業費          59万円 

財源:県 39万円、村 20万円 

【主な経費】 

委託料          36万円 

その他          23万円 

食育ＳＡＴシステムを活用し、若年又は働き盛り世代へ健康づくりの意識づくりを図

り、高齢になっても村民が健やかに生活できることを目的に、次の三事業を行います。 

 

①おでかけＳＡＴ体験・・・食育ＳＡＴシステムを活用した栄養、健康相談を実施 

②食育講座・・・乳幼児健診会場や保育所、小中学校でのＳＡＴシステムを活用した講座 

③健康マエストロ養成講座・・・栄養、運動、休養の３要素を学び健康の輪を広げる。 

 

農を活かした健康・福祉の里づくりに向けた推進事業 農林水産課 

水耕栽培などの施設園芸、体験型観光農園、福

祉･リハビリ農園などの整備を耕作放棄地の再生

として実施し、６次産業化商品開発、農業農村の

振興に資する農福･農観・健康･医食同源などの展

開を図ります。 

事業費        1,122万円 

財源：県 897万円、村 225万円 

【主な経費】 

策定業務委託料    1,122万円 

 



- 7 - 

 

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 

 

地域振興助成事業（ちむあぐみ塾） 教育総務課 

 事業費          94万円 

財源：諸収入 28万円、村 66万円 

【主な経費】 

講師謝礼金        52万円 

傷害保険料        7万円 

施設使用料        35万円 

村内自治体の公民館において塾を開催し、地域の学力向上を図るとともに、自治公民館

の活性化や子供会の育成など、地域力の向上を図るため費用の一部を助成します。 

 

北中城小学校改修事業 教育総務課 

特別支援学級数の急増に伴い、教室数が不足す

るため、改修工事により不足解消を図るため、令

和２年度に教室を１つ増設します。 

事業費        1,722万円 

財源：国 1,463万円 

村 259万円 

【主な経費】 

改修設計業務        152万円 

工事監理業務       87万円 

改修工事費      1,483万円 

 

小学校防音機能復旧事業 教育総務課 

村立小学校の空気調和設備の機能復旧に向け、

設計及び工事を実施する。 

事業費      1億 703万円 

財源：国 9,197万円、基金 500万円 

村 1,006万円 

【主な経費】 

工事監理業務(北小)     92万円 

防音機能復旧工事(北小) 2,494万円 

工事監理業務(島小)    291万円 

防音機能復旧工事(島小) 7,826万円 
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【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

持っ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        4,215万円 

財源：県 3,372万円、村 843万円 

【主な経費】 

会計年度任用職員報酬等 

（北小 7人）1,706万円 

（島小 3人） 731万円 

（北中 4人） 975万円 

（幼稚園 4人） 803万円 

 

【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、個別による

学習支援やＩＴによる授業補助、補習講座を実施

することで、児童生徒の基礎学力の定着を図りま

す。 

事業費         732万円 

財源：県 585万円、村 147万円 

【主な経費】 

会計年度任用職員報酬等 

（北小 1人） 244万円 

（島小 1人） 244万円 

（北中 1人） 244万円 

 

【一括交付金】総合英会話指導支援事業 教育総務課 

 事業費         918万円 

財源：県 734万円、村 184万円 

【主な経費】 

会計年度任用職員報酬等 

（北小 1人） 306万円 

（島小・幼稚園 1人） 306万円 

（北中 1人） 306万円 

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。 

 

理科観察実験支援員配置事業 教育総務課 

小学校の理科の授業における観察・実験活動を

充実させることにより、観察・実験を重視した理

科教育の充実を図ります。 

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、村内各小学校に 1名ずつ

理科観察実験支援員を配置します。 

事業費         493万円 

財源：国 149万円、村 344万円 

【主な経費】 

会計年度任用職員報酬等 

（北小 1人） 241万円 

（島小 1人） 252万円 
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北中城中学校外溝整備工事 教育総務課 

 事業費        5,051万円 

財源：国 3,896万円、基金 900万円 

村 255万円 

【主な経費】 

工事発注支援業務      47万円 

現場技術業務       99万円 

磁気探査業務      131万円 

整備工事費      4,739万円 

除草作業         35万円 

 

平成 29 年度に校舎の改築工事が完了しましたが、外構工事が未整備の箇所のうち、令

和２年度は北側駐車場の整備を行います。 

 

就学援助事業 教育総務課 

経済的理由によって就学困難と認められる児童

生徒の保護者に対し、就学等の費用の一部を援助

します。 

事業費        4,118万円 

財源：国 12万円、村 4,106万円 

【主な経費】 

要保護・準要保護児童援助費 

（小学校）2,077万円 

（中学校）2,041万円 

被災生徒就学援助費（費目存値） 

 

一時預かり保育事業（幼稚園） 教育総務課 

村立幼稚園において、教育課程に関わる教育時

間の終了後に、保護者の就労等で午後の保育を必

要としている園児を対象に預かり保育を行いま

す。 

共働き家庭の定期的な利用及び専業主婦（主

夫）家庭等の一時預かりを行い、利用者の子育て

支援を図ります。 

事業費        1,191万円 

財源：国 367万円、県 384万円 

利用料 16万円、村 424万円 

【主な経費】 

会計年度任用職員報酬等 

（5人）1,173万円 

消耗品費         16万円 

クリーニング料      2万円 
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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        629万円 

財源：県 442万円、村 187万円 

【主な経費】 

 委託料        594万円 

 使用料         15万円 

 役務費         15万円 

 消耗品費        5万円 

ＷＥＢシステムを活用してワシントン州立大学によるライブ授業を行うことで、小学生

の高学年から中学生を中心に英会話力・英作文力・英文読解力の習得を目指します。 

 

１．あやかりの杜指定管理者管理運営事業 

２．【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        7,071万円 

財源：県 400万円、基金 300万円 

村 6,371万円 

【主な経費】 

指定管理者委託料   6,571万円 

施設推進委託料     500万円 

あやかりの杜の運営について、指定管理者へ委託します。 

また、「あやかりの杜」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。 

 

村民体育館運営業務 生涯学習課 

 事業費        7,715万円 

財源：使用料 360万円 

諸収入 1,579万円 

村 5,776万円 

【主な経費】 

体育館賃借料     5,326万円 

空調機器賃借料     792万円 

窓口業務委託料     818万円 

清掃業務委託料     343万円 

光熱水費        321万円 

その他         115万円 

体育館の利用予約受付、備品貸出、施設利用説明など、一部を事業者に運営委託し、安

全で効率的な運営を行います。 
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『北中城村史 第 5巻 戦後編』編纂事業 生涯学習課 

北中城村史第 5巻として、終戦前後から日本復

帰までの本村の歴史的経緯をまとめ発刊します。 

事業費          12万円 

財源：村 12万円 

【主な経費】 

村史編纂委員会費用    11万円 

食糧費          1万円 

 

【特防】調理場厨房機器等備品購入事業 学校給食共同調理場 

 事業費        2,396万円 

財源：基金 1,743万円、村 653 

【主な経費】 

配食用コンテナ    1,185万円 

揚物機         920万円 

球根皮剥き機       71万円 

野菜フードスライサー  220万円 

学校給食調理場で使用する厨房機器のうち、経年劣化による故障が見られる揚物機（自

動フライヤー）や野菜フードスライサー等の更新を行います。 

 

【特防】調理場空調機器更新事業 学校給食共同調理場 

経年劣化による故障、不具合の多い給食調理場

内の空調機器の更新に向けた実施設計等を実施し

ます。 

事業費         416万円 

財源：国 189万円、村 227万円 

【主な経費】 

設計業務        237万円 

空調機器賃借料     179万円 

 

学校給食費補助事業 教育総務課 

保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援を推

進するため、村内の公立小・中学校に通う児童・

生徒の学校給食費の補助（令和元年度より 1/2の

補助）を実施します。 

事業費        2,601万円 

財源：村 2,601万円 

【主な経費】 

補助金        2,601万円 
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②生涯学習の推進と生きがいづくり 

 

【対米】中学生・高校生海外短期留学派遣事業 生涯学習課 

 事業費        271万円 

財源：諸収入 200万円、村 71万円 

【主な経費】 

負担金         34万円 

補助金         237万円 

 

中学生・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繋げます。相互協力協定を結んだワシントン州立大

学を中心として、２週間の短期留学を実施します。 

 

 

③地域文化の振興と継承 

 

伝統芸能振興基金を活用した後継者育成事業 生涯学習課 

 事業費        202万円 

財源：基金 200万円、村 2万円 

【主な経費】 

委員報酬等        2万円 

補助金         200万円 

伝統芸能の保存団体等の後継者育成に関する事業に対しイオンモールのネーミングラ

イツ料による基金を充てた補助金を交付し、活動の活性化と伝統文化の振興を図ります。 

 

「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：県 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。 
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村内駐留軍用地等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        958万円 

財源：国 765万円、村 193万円 

【主な経費】 

職員人件費       634万円 

会計年度任用職員報酬等 324万円 

 

【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        745万円 

財源：県 596万円、村 149万円 

【主な経費】 

会計年度任用職員報酬等 

       （3人） 745万円 

 

歴史風致資産及びその他の文化財を調査・図化等により資料化し、インターネット等を

通して公開することで、観光資源としての情報発信を図り、その成果を本村独自の歴史ま

ちづくりに活用します。 

 

 

④平和活動・国際交流の推進 

 

【一括交付金】海外子弟青年交流事業 総務課 

 事業費        301万円 

財源：県 234万円、村 67万円 

【主な経費】 

 研修講師謝礼金     58万円 

受入旅費        152万円 

 その他         10万円 

海外派遣研修生補助金  81万円 

アルゼンチン・ブラジル・ペルーの３ヵ国より研修生を受け入れ、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。 

 平成４年度から令和元年度までに８２名の研修生を受け入れています。 
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ホストタウン交流事業 企画振興課 

 事業費         169万円 

財源：村 169万円（特別交付税 1/2） 

【主な経費】 

報償費          15万円 

関係者招聘旅費       120万円 

消耗品費         10万円 

食糧費          24万円 

 

 

 

 

2020 東京オリンピック・パラリンピック大会終了後にサントメ・プリンシペ民主共和

国（アフリカ）の選手団を北中城村に招待し、村民との文化交流を実施します。 

 

４．「ゆいまーる（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 

 

喜舎場保育所空調整備更新工事 福祉課 

 老朽化による不具合が生じている喜舎場保育所

の空調設備を更新することで、保育環境の改善を

図ります。 

事業費        677万円 

財源：国 502万円、村 175千円 

【主な経費】 

 設計業務委託料     50万円 

 工事費        627万円 

 

保育士処遇改善事業 福祉課 

 事業費        400万円 

財源：村 400万円 

【主な経費】 

 補助金        400万円 

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。 
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特別支援保育事業 福祉課 

心身に障害のある児童又は発育や発達に遅れが

あり特別な支援を要する児童を保育所に受入れ、

一般の児童と共に集団保育をするなかで社会性を

培い、健やかな成長発達を促進することによって

障害児等の福祉の向上を図ります。 

事業費        2,178万円 

財源：県 1,438万円、村 740万円 

【主な経費】 

 補助金       2,106万円 

 報償費（巡回相談）   72万円 

 

子ども医療費助成事業 福祉課 

子どもの医療にかかる自己負担額を助成しま

す。また、平成 30年度から開始の、通院の中学校

卒業まで無償化を継続して行います。 

事業費       5,954万円 

財源：県 1,821万円、村 4,133万円 

【主な経費】 

 子ども医療費助成金 5,800万円 

 児童償還手数料    154万円 

 

 

②高齢者福祉の充実 

 

高齢者等配食サービス事業 福祉課 

日常生活に何らかの支障がある在宅の高齢者に

対し、配食サービスを通して食生活の改善による

健康増進へ繋げるとともに、安否の確認等を行い、

高齢者等の福祉の向上を図ります。 

事業費       2,087万円 

財源：諸収入 810万円、村 1,277万円 

【主な経費】 

 委託料       2,079万円 

 口座引落手数料     8万円 

 

高齢者保健福祉計画策定業務 福祉課 

すべての高齢者が自分の住み慣れた地域で、い

つまでもいきいきと心豊かに安心して暮らしてい

くために、介護保険の推進、認知症への対応、生き

がいづくり、日常生活の支援体制の確立を図るた

め３か年の計画策定を行います。 

事業費        284万円 

財源：基金 284万円 

【主な経費】 

 策定業務委託料    284万円 

 

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       1,964万円 

財源：村 1,964万円 

【主な経費】 

 委託料       1,964万円 
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③障がい者（児）福祉の充実 

 

地域活動支援センター事業（地域ゆいまーる創造館） 福祉課 

 事業費        210万円 

財源：村 210万円 

【主な経費】 

 委託料        208万円 

 火災保険料       2万円 

社会との交流促進の便宜を供与する地域活動センターの機能を充実強化し、障がい者の

地域生活支援の促進を図ります。 

 

地域生活支援事業 福祉課 

障がいのある人等が地域での生活を維持出来る

よう、総合的な生活支援体制の整備・充実を図り

ます。 

事業費       4,966万円 

財源：国 1,076万円、県 538万円 

村 3,352万円 

【主な経費】 

 相談支援事業     790万円 

 日常生活用具給付等  389万円 

 移動支援事業     900万円 

 地域活動支援ｾﾝﾀｰ  1,980万円 

 日中一時支援     250万円 

 法人後見支援事業   375万円 

 その他        282万円 

 

④地域防災力の向上 

 

観光防災力強化支援事業 総務課 

 事業費       1,961万円 

財源：県 1,786万円 

   基金 175万円 

【主な経費】 

 消耗品費      1,752万円 

 委託料(防災マップ多言語化業務） 

            209万円 

 

大規模災害時において、外国人観光客を含む観光避難民への食料、水、毛布、災害用ト

イレの備蓄及び避難誘導パンフレット作成等、本村の防災力強化の推進を図ります。 
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役場第一庁舎改築工事 総務課・建設課 

 事業費     6億 4,514万円 

財源：村債 5億 7,610万円 

   基金 6,904万円 

【主な経費】 

 工事管理委託料   1,650万円 

 解体設計業務委託料  880万円 

 改築工事費   6億 1,984万円 

 旧耐震基準で建築された第一庁舎の老朽化が著しいことから、改築することにより施設

のバリアフリー化による住民サービスの向上、教育委員会の併設による行政の効率化を図

ります。 

 

防災行政無線整備事業 総務課 

 事業費       2,707万円 

財源：国 2,030万円 

村債 640万円、村 37万円 

【主な経費】 

 工事費       2,707万円 

  

 老朽化する防災行政無線を総合的に見直し、デジタル方式へ転換することで住民への災

害情報の伝達手段の拡充を図ります。 

 

福島交流事業 総務課 

 事業費        210万円 

財源：基金 210万円 

【主な経費】 

 委託料        210万円 

  

 東日本大震災の被災地である福島県を訪れ、被災・復興状況を学び、住民レベルの交流

と本村の防災対策の住民参画を促進するため、本村小学生を対象とした訪問団により交流

事業を行います。 
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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 

地域における生活困窮者支援等のための共助の

基盤づくりを行います。 

事業費        300万円 

財源：国 150万円、村 150万円 

【主な経費】 

 委託料        300万円 

 

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 

 

【一括交付金】観光誘客プロモーション事業 企画振興課 

 事業費       4,347万円 

財源：県 3,675万円、村 672万円 

【主な経費】 

 委託料       4,095万円 

 会計年度任用職員   180万円 

自動車賃借料      45万円 

その他         27万円 

本村の玄関口となる観光案内所や国内外において、村の情報を観光イベントやメディ

アプロモーションを活用した村の情報発信を行い、村内への観光誘客を図ります。 

 

葛巻町合同物産展 企画振興課 

 事業費         103万円 

財源：村 103万円 

【主な経費】 

 イベント・広報活動委託料 

           100万円 

印刷製本費       3万円 

南北に遠く離れた姉妹町村が、物産展を合同で開催することで、沖縄県民と観光客に 

広く町村の特産品と観光を PR し、販売と観光振興に繋げるとともに、両町村の更なる友

好を推進します。 
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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         957万円 

財源：県 765万円、村 192万円 

【主な経費】 

 委託料        957万円 

 

チャレンジデー助成金 企画振興課 

 事業費          40万円 

財源：諸収入 32万円、村 8万円 

【主な経費】 

 助成金         40万円 

年齢・性別を問わず、日常的なスポーツの習慣化や村民の健康増進、地域の活性化に

向けたきっかけづくりを目的に住民参加型スポーツイベントを実施します。 

毎年 5月の最終水曜日の午前 0時～午後 9 時までに 15 分以上の運動やスポーツを行っ

た参加率（％）を自治体同士で競い合うことで、地域住民の健康増進を図ります。 

 

 

②農業の振興 

 

【一括交付金】地域ブランド構築事業 企画振興課 

 事業費        450万円 

財源：県 360万円、村 90万円 

【主な経費】 

 委託料        438万円 

旅費          12万円 

 アーサやパッションフルーツといった既存特産品の充実に加え、新たに冬瓜を活用した

特産品開発に取り組むことで、ブランド化を図り、地域活性化を目指します。 
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安谷屋第 2地区畑地かんがい施設整備事業 農林水産課 

 事業費      1億 7,346万円 

財源：県 1億 5,470万円 

村債 1,160万円、村 716万円 

【主な経費】 

本工事      1億 3,050万円 

現場技術業務     1,370万円 

用地補償費      2,850万円 

資材単価特別調査業務   76万円 

貯水池を水源とした畑地かんがい施設の整備を行い、農作物の増収や果樹、野菜等の高

収益作物への転換を図り、より安定した農業経営の向上を図ります。 

 

人農地プラン地図作成委託業務 農林水産課 

人・農地プラン実質化における地図システム機

能の改良及びアンケート調査を実施します。 

事業費          40万円 

財源：県 40万円 

【主な経費】 

委託料         40万円 

 

【一括交付金】リュウキュウマツ保全事業 農林水産課 

 事業費        190万円 

財源：県 144万円、村 46万円 

【主な経費】 

委託料         190万円 

村内公園や道路沿いの公共施設、原野に生育するリュウキュウ松を保全するため、薬液

樹幹注入及び松くい虫被害木の伐倒駆除処分を実施します。 

 

農業次世代人材投資事業 農林水産課 

次世代を担う農業者となることを志向する者に

対し、就農直後の経営確立に資する農業次世代人

材投資資金を交付します。 

事業費        150万円 

財源：県 150万円 

【主な経費】 

交付金         150万円 
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【一括交付金】農を活かした北中城活性化事業（再生可能資源業務） 農林水産課 

 事業費        1,123万円 

財源：県 898万円、村 225万円 

【主な経費】 

 委託料       1,123万円 

  

新たな循環型農業を推進するため、①バイオガス発電施設事業化整備の実証案策定、②

水耕栽培利活用計画の策定、③６次産業化商品のテスト販売を実施します。 

 

【一括交付金】営農支援強化事業 農林水産課 

 事業費         441万円 

財源：県 352万円、村 89万円 

【主な経費】 

会計年度任用職員報酬等 

        （2人）441万円 

  

 

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安定した営農体

制の支援を図ります。 

 

農道除草作業委託業務 農林水産課 

農道の車両通行の安全確保及び沿道の環境維持

を目的として、村内農道の除草作業を実施します。 

事業費        175万円 

財源：村 175万円 

【主な経費】 

委託料         175万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 22 - 

 

デイゴヒメコバチ防除対策事業 農林水産課 

 事業費         18万円 

財源：県 16万円、村 2万円 

【主な経費】 

委託料          18万円 

村内の公共施設にあるデイゴをデイゴヒメコバチからの被害を防ぐため、薬剤注入を実

施します。 

 

 

④雇用の創出と就業支援 

 

【一括交付金】グッジョブ連携推進事業 企画振興課 

 事業費        2,164万円 

財源：県 1,731万円、村 433万円 

【主な経費】 

 委託料       2,164万円 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 23 - 

 

６．「村民と共に創造する夢のある“まちづくり”」 

②効率的な行財政運営 

 

標準宅地等の時点修正に関する業務 税務課 

地方税法附則第 17 条の 2 第 1 項の規定に基づ

き、令和２年度における土地の価格修正において

活用する標準宅地の時点修正を実施します。 

事業費          89万円 

財源：村 89万円 

【主な経費】 

業務委託料       89万円 

 

固定資産評価支援事業 税務課 

地方税法第 388 条第 1 項の規定に基づき、本村

における固定資産税の適正化、均衡化及び公平化、

地目別の適正評価、課税評価事務の合理化を推進

し、令和 3 年度評価替えに向けて 3 ヶ年間で進め

ます。 

事業費         575万円 

財源：村 575万円 

【主な経費】 

業務委託料      575万円 

 

国勢調査 企画振興課 

令和 2年 10月 1日現在にて北中城村に住んでい

る人及び世帯（軍人・軍属を除く）を対象に、世帯

員の数や就業状態など計 19 項目について調査を

実施します。 

日本に住む全ての人・世帯を対象とし、国内の

人口や世帯の実態を明らかにすることで、国や地

方公共団体の政治・行政に利用するとともに、研

究機関の基礎データとして幅広い用途で利用する

ことを目的としています。 

事業費        786万円 

財源：国 598万円、村 188万円 

【主な経費】 

 調査員等報酬     460万円 

 特別調査区実施調査委託料 

   19万円 

派遣委託料      188万円 

その他        119万円 

 

 


