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第４次総合
計画の構成

全村植物“公苑づくり”
秩序ある土地利用と村の発展に資する拠点形成

総合戦略
の構成

快適で安心して暮らせる“まちづくり”

事業名 北中城村多目的アリーナ整備事業
平成２８年度
当初予算額

９億４,０５６万円

担当課・係 建設課 建設係
前年度

当初予算額
5億８,９８０万円

事業内容

■ スポーツや文化を通した多様な交流と災害時の大規模避
難施設としてアワセ土地区画整理事業地内に多目的アリー
ナを建設します。

■ 総事業費 約３６億円（財源内訳）
国庫補助金（防衛）約27億円
村債 約６.４億円
一般財源 約２.６億円

■ 事業期間 平成27年度～平成31年度
■ 敷地面積 約8,283㎡
■ 建築面積 約4,572㎡
■ 延床面積 約8,383㎡

主な経費

工事請負費合計 ８億２,２８９万円
（建設工事）
（電気工事）
（設備工事）
用地費 ９,１０４万円
建築申請手数料 ,５６万円
委託料合計 ２,６０７万円
（工事監理業務委託料）
（管理・運営検討業務委託料）

財 源

国庫補助金 ７億１２４万円
（民生安定施設整備事業補助金）

村債 １億７,５１０万円
（一般補助施設整備等事業債）

一般財源 6,42２万円

（多目的アリーナ完成イメージ）
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第４次総合
計画の構成

人と文化を育み時代を担う“人づくり”
学校教育の充実

総合戦略
の構成

－

事業名 北中城中学校改築事業
平成２８年度
当初予算額

１６億９,７２４万円

担当課・係 教育総務課 総務係
前年度

当初予算額
９億４,２９０万円

事業内容

■ 昭和57年に現在の敷地に移転し、築33年が経過する建
物、付帯設備が老朽化した中学校校舎について、改築工事
を行います。多目的スペースや少人数教室の整備など、多
様化する学習内容や形態に対応した施設づくり、安全性や
防犯に配慮した施設づくりを図ります。

■ 総事業費 約28億万円（財源内訳）
国庫補助金 約14億円
村債 約10億円
一般財源 約 4億円

■ 事業期間 平成27年度～平成29年度
■ 延床面積 約6,577㎥

主な経費

工事請負費合計 １６億３,５７４万円
（改築工事）
（併行防音工事）
検査手数料 , １８万円
委託料合計 ６,１３２万円
（実施設計業務委託料）
（工事監理業務委託料）
（併行防音設計業務委託料）
（併行防音工事監理業務委託料）

財 源

国庫支出金合計 ９億２,８９７万円
（公立学校施設整備費国庫負担金）
（学校施設環境改善交付金）
（防衛施設周辺障害防止事業費補助金）

村債 ６億６４０万円
（学校教育施設等整備事業債）

公共施設整備基金 1億４,１６０万円

一般財源 ２,０２７万円

（北中城村中学校校舎完成イメージ）
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第４次総合
計画の構成

全村植物“公苑づくり”
秩序ある土地利用と村の発展に資する拠点形成

総合戦略
の構成

－

事業名 冠水対策事業
平成２８年度
当初予算額

３８０万円

担当課・係
上下水道課・下水道係／建設課・建設係／
農林水産課・農林土木係

前年度
当初予算額

０万円

事業内容

島袋地区については、関係機関と協議し今年度中の事業認
可手続きを行います。
屋宜原地区については、既設排水路の改善を目的に検討
設計業務を行います。
渡口地区については、渡口土地改良区内の遊休地を利用し

て遊水地等貯留施設を築造することにより、流量の調整を図
り冠水被害を防止する目的で位置調査の検討を行う。

主な経費

屋宜原地区排水路検討業務 １３０万円

渡口川遊水池への遊休農地 ２５０万円
利用調査設計業務委託料

島袋地区（下水道会計予算２,０００万円）

財 源

一般財源 ３８０万円

（島袋地区）

（渡口地区）

遊水地
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第４次総合
計画の構成

地域の魅力を活かしたにぎわいある“産業づくり”
観光・商工業の振興

総合戦略
の構成

地域資源を活用した活気ある“しごとづくり”

事業名 観光協会設立事業
平成２８年度
当初予算額

２９０万円

担当課・係 企画振興課 地域振興係
前年度

当初予算額
０万円

事業内容

■ イオンモール沖縄ライカムの開業、中城湾港への大型ク
ルーズ船入港、東海岸への大型ＭＩＣＥ建設決定などによ
り今後多くの観光客の来村が見込まれる。
村としては、クルーズ船受入体制の構築や観光周遊にか

かる立案のため（仮称）北中城村観光協会設立に向けて準
備を開始します。 主な経費

観光協会設立準備支援員報酬 ２９０万円

財 源

一般財源 ２９０万円

（トラベルマート「きたポ」店内）

（トラベルマート「きたポ」職員）（クルーズ船受入風景）



-５-

第４次総合
計画の構成

ゆいまーる（相互扶助）で築く安全・安心な“地域づくり”
児童福祉・子育て支援の充実

総合戦略
の構成

若い世代の希望をかなえる“環境づくり”

事業名 子育て支援の充実
平成２８年度
当初予算額

２,１５５万円

担当課・係 福祉課・児童福祉係
前年度

当初予算額
７３４万円

事業内容

① 地域子育て支援拠点事業
子育て家庭が抱える不安や悩みに対応するため「子育て

支援センターきたなかぐすく」において、子育て中の親子
に対する交流の場の提供や、子育てに対する相談・助言、
その他の援助を実施します。

② 子供の貧困対策関連事業
沖縄県における子どもの貧困状態が全国に比べて厳しい

現状を踏まえ、子どもが健やかに育成される環境を整える
ため支援員の配置や居場所づくり等の対策を講じます。

主な経費

①子育て支援センター運営費 ９６１万円

②子供の貧困対策関連経費 ２５１万円
（支援員報酬）
子供の居場所運営事業 ５４５万円
（報酬費）
（食糧費）

子供の居場所運営委託事業 ３９８万円

財 源

① 国庫補助金 ２８９万円
県支出金 ２８９万円

（子ども・子育て支援交付金）
一般財源 ３８３万円

② 国庫補助金 １,１９４万円
（沖縄子供の貧困緊急対策事業）

（クリスマス会（子育て支援セン
ター）

（子育て支援センター・児童館・
子育てサロン合同運動会）
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第４次総合
計画の構成

人と文化を育み時代を担う“人づくり”
学校教育の充実／平和活動・国際交流の推進

総合戦略
の構成

若い世代の希望をかなえる“環境づくり”

事業名 英語教育の充実
平成２８年度
当初予算額

１,４２９万円

担当課・係 生涯学習課 社会教育係
前年度

当初予算額
１,３３４万円

事業内容

① アメリカ教育機関ネットワーク形成事業（DOTEプログ
ラム）

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する。

②中学生・高校生海外短期留学

村内の中・高校生を対象に海外で学習する機会を与える
ことにより、異文化への理解と国際性豊かな人材の育成及
び国際社会に適応する能力と資質の向上を図る。

主な経費

①D O T E プログラム ６１９万円

②中学生・高校生海外短期留学 ８４０万円

財 源

①ＤＯＴＥプログラム
国庫補助金 ４３３万円
（沖縄振興特別推進交付金）
諸収入 ７６万円
（受講料）
一般財源 １１０万円

②中学生・高校生海外短期留学
諸収入 １５０万円
（対米請求権地域振興助成事業助成金）
諸収入 ３５６万円
（参加者負担金）
一般財源 ３３４万円

（中・高校生海外短期留学） （ＤＯＴＥプログラム）
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第４次総合
計画の構成

村民と共に創造する夢のある“まちづくり”
村民と協働のまちづくり

総合戦略
の構成

快適で安心して暮らせる“まちづくり”

事業名 自治会補助
平成２８年度
当初予算額

１億4,277万円

担当課・係 生涯学習課・社会教育係／総務課・総務係／建設課・建設係
前年度

当初予算額
９,００７万円

事業内容

■ 北中城村の各地域では、地域住民が主体となって特色あ
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。

主な経費

事務委託報償金 1,136万円
行政事務委託料 3,408万円
自治会育成交付金等 2,348万円
自主防災組織避難訓練補助金 １０万円
街灯･防犯灯工事(※) 1,506万円
部落補助工事 500万円
美崎地区集会所整備事業(※) 2,084万円
和仁屋公民館空調補助金 1,084万円
石平公民館太陽光発電設置(※) 2,201万円
(※)補助事業

財 源

県補助金 4,200万円
（沖縄振興特別推進交付金事業）
（特定防衛施設周辺整備調整交付金）

一般財源 10,077万円
（自主防災組織訓練）

（防災訓練風景訓練）


