
 

 

 

 

平成３０年度 

北中城村一般会計予算について 

～主な事業の紹介～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

                      北中城村役場企画振興課財政係 
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                      ＦＡＸ：０９８－９３５－３４８８ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０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るところであります。 

平成３０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

実現と、特に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“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 

 



 

 

 

 

目次 

 

１．「全村植物“公苑づくり”」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１ 

 

 

２．「生涯健やかで笑顔あふれる“健康づくり”」・・・・・・・・・・・・・Ｐ７ 

 

 

３．「人と文化を育む時代を担う“人づくり”」・・・・・・・・・・・・・・Ｐ８ 

 

 

４．「ゆいまーる（相互扶助）で築く安全・安心な“地域づくり”」・・・・Ｐ１４ 

 

 

５．「地域の魅力を活かしたにぎわいのある“産業づくり”」・・・・・・・Ｐ２０ 

 

 

６．「村民と共に創造する夢のある“まちづくり”」・・・・・・・・・・・Ｐ２４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

◎ 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）－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 

平成３０年度予算の主な事業について 



 

 

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㎡ 

（H27）6,606㎡取得済み 

（H28） 215㎡取得済み 

（H29）1,473㎡取得済み 

（H30）1,206㎡取得予定 

事業費        5,633万円 

財源：県 203万円、村 52万円 

   基金 5,378万円 

【主な経費】 

委託料（先行取得業務） 211万円 

委託料（土地価格調査）  31万円 

需要費          12万円 

用地取得費      5,379万円 

 

【一括交付金】公営墓地整備事業 住民生活課 

 
事業費        7,191万円 

財源：県 5,752万円 

村債 1,420万円、村 19万円 

【主な経費】 

進入路整備工事    6,688万円 

委託料（磁気探査）   213万円 

委託料（工事監理）   290万円 

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。 

 

都市計画マスタープラン見直し事業 建設課 

平成 13年に策定し平成 20年に一部見直しを行

った北中城村都市計画マスタープランについて、

策定から 16年が経過していることから全面的な

改定を行います。 

事業費        1,395万円 

財源：村 1,395万円 

【主な経費】 

委託料        1,395万円 

 

 

 

 

 



 

 

アワセ土地区画整理組合負担金 建設課 

 事業費      3億 5,700万円 

財源：国 3億 2,130万円 

起債 3,210万円、村 360万円 

【主な経費】 

負担金      3億 5,700万円 

アワセ土地区画整理事業については、組合施行となっていますが、国庫補助金（社会資

本整備総合交付金）と村負担により負担金を支出し、道路整備事業等を行います。 

 

アワセ地区環境影響評価事後調査事業 建設課 

アワセ土地区画整理区域内の環境影響事後調査

（アセスメント調査）を行います。 

事業費         650万円 

財源：村 650万円 

【主な経費】 

委託料         650万円 

 

 

②みどりの保全創出と景観形成 

 

農道除草委託業務 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

のため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 

 

村内公園遊具更新事業 建設課 

 事業費         700万円 

財源：国 560万円、村 140万円 

【主な経費】 

公園遊具設置工事費   700万円 

村内公園遊具について、老朽化した施設の更新を行います。 



 

 

③暮らしを支える道路交通環境の形成 

 

【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 2,887万円 

財源：国 1億 222万円、 

起債 2,290万円、村 375万円 

【主な経費】 

本工事費      1億 1,467万円 

委託料（現場技術）   1,420万円 

 

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うととも

に、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        1,326万円 

財源：国 1,040万円、村 286万円 

【主な経費】 

用地購入費      1,326万円 

 

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 30年度は用地買収を行います。 

 

熱田沈砂池管理道路整備事業 建設課 

 事業費         600万円 

財源：国 480万円、村 120万円 

【主な経費】 

本工事費        600万円 

熱田沈砂池の土砂排出を行うため機会利用による効率化を行い維持管理費の低減を図

るため、管理道路整備事業を行います。 

 

 



 

 

渡口地区排水路整備事業 建設課 

 事業費         265万円 

財源：村 265万円 

【主な経費】 

用地購入費       195万円 

分筆申請業務委託料    70万円 

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環境共生社会の実現 

 

新一般廃棄物処理施設整備推進室負担金 住民生活課 

浦添市、中城村、北中城村の３市村による一般

廃棄物の中間処理場の建設に向けた取り組みを実

施します。 

事業費         647万円 

財源：村 647万円 

【主な経費】 

負担金         647万円 

 

 

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  

 

【一括交付金】健康長寿のまちづくりアクション事業 企画振興課 

 事業費         507万円 

財源：県 399万円、村 108万円 

【主な経費】 

委託料（城ヨガ等）   261万円  

嘱託員報酬等      239万円 

その他           7万円 

  

平成 26 年度に策定した健康長寿のまちづくり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（ヨガ・太極拳等）を実施します。 



 

 

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        5,540万円 

財源：村 5,540万円 

【主な経費】 

委託料（予防接種）   5,540万円 

（うち 65歳以上インフルエンザ無料

化分 880万円） 

乳幼児や高齢者の感染症による疾病予防に努めるため、以下の取り組みを実施します。 

・乳幼児定期予防接種の無料化及びおたふくかぜ予防接種の初回無料化の継続実施 

・高齢者インフルエンザの無料化の継続実施 

 

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        1,756万円 

財源:村 1,756万円 

【主な経費】 

委託料        1,734万円 

手数料          18万円 

消耗品費         4万円 

 

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         560万円 

財源:村 560万円 

【主な経費】 

委託料         349万円 

報償費         149万円 

その他          62万円 

 

未熟児養育医療給付事業 健康保険課 

母子保健法第 20条の規定に基づき、医療を必要

とする未熟児に対して養育に必要な医療の給付を

行うことにより、未熟児の健康の増進を図ります。 

事業費         200万円 

財源:国 87万円、県 42万円 

村 71万円 

【主な経費】 

未熟児養育医療給付費  200万円 

 

 

 

 



 

 

健康診査事業（人間ドック含む） 健康保険課 

 事業費        2,250万円 

財源:県 50万円、諸収入 377万円 

村 1,823万円 

【主な経費】 

人間ドック等委託料 

（40～74歳）     1,240万円 

（75歳以上）      504万円 

村民健診委託料     340万円 

その他         166万円 

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。 

 

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        1,369万円 

財源:村 1,369万円 

【主な経費】 

婦人科健診委託料    900万円 

がん検診委託料     390万円 

その他          79万円 

 

健康づくり三事業 健康保険課 

 
事業費         34万円 

財源:県 22万円、村 12万円 

【主な経費】 

委託料          21万円 

その他          13万円 

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。 

 



 

 

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 

  

学校給食共同調理場環境整備事業 学校給食共同調理場 

 事業費        3,854万円 

財源：繰入金 3,854万円 

【主な経費】 

自動食器洗浄機    3,854万円 

 

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自動食器洗

浄機の更新を行います。 

 

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（平成 30年度は 1/4の

補助）を実施します。 

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 

 

 

【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         570万円 

財源：県 367万円、村 203万円 

【主な経費】 

賃金等（北中城小 1人） 190万円 

賃金等（島袋小 1人）  190万円 

賃金等（北中城中 1人） 190万円 

 

【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        4,153万円 

財源：県 2,554万円、村 1,599万円 

【主な経費】 

賃金等（北中城小）   1,518万円 

賃金等（島袋小）     759万円 

賃金等（北中城中）   1,139万円 

賃金等（幼稚園）     737万円 

 



 

 

【一括交付金】児童・生徒の県外派遣費補助事業 
教育総務課 

生涯学習課 

児童・生徒が学校教育の一環として県外に派遣

される場合について、その派遣費用の一部（航空

賃、宿泊費）について補助を行います。 

事業費         507万円 

財源：県 202万円、村 305万円 

【主な経費】 

派遣補助金（小学校）  250万円 

派遣補助金（中学校）  257万円 

 

 

【一括交付金】総合英会話指導支援事業 教育総務課 

 事業費         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） 268万円 

嘱託員報酬        267万円 

（島小・幼稚園 1人） 

嘱託員報酬（島小 1人） 267万円 

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。 

 

【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 433万円、村 186万円 

【主な経費】 

 委託料        583万円 

 使用料         15万円 

 役務費         16万円 

 消耗品費        5万円 

小学生の高学年から中学生を中心に、ＷＥＢシステムを活用した米国教育機関によるラ

イブ授業を行うことで、英会話力・英作文力・英文読解力の習得を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

②生涯学習の推進と生きがいづくり 

 

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        6,114万円 

財源：県 320万円、諸収入 447万円

村 5,347万円 

【主な経費】 

指定管理者委託料   5,265万円 

施設推進委託料     400万円 

図書・視聴覚資料等購入費 

            449万円 

あやかりの杜の運営について、指定管理者へ委託する。 

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。 

 

中央公民館ホール空調機能復旧工事設計業務 生涯学習課 

 事業費         533万円 

財源：国 426万円、村 107万円 

【主な経費】 

空調機能復旧工事設計  270万円 

受変電設備更新設計   162万円 

非常用発電設備更新設計 101万円 

設備の老朽化によって発生する空調機能の低下により使用時においての不具合を解消

し、ホールの快適な運用、住民サービスの向上を図ります。 

 

 

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        122万円 

財源：村 122万円 

【主な経費】 

補助金         122万円 

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。 



 

 

 

【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        895万円 

財源：県 707万円、村 188万円 

【主な経費】 

 嘱託員報酬等     732万円 

 賃金         163万円 

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。 

 

 

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        850万円 

財源：国 678万円、村 172万円 

【主な経費】 

職員人件費       569万円 

嘱託員報酬       244万円 

嘱託員社会保険料     37万円 

 

「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。 

 

 

 

 

 

 



 

 

④平和活動・国際交流の推進 

 

【対米】中学校・高校生海外短期留学派遣事業 生涯学習課 

 事業費        353万円 

財源：諸収入 150万円、村 203万円 

【主な経費】 

 委託料         79万円 

 補助金        237万円 

 負担金         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繋げます。 

 

【一括交付金】海外子弟青年交流事業 総務課 

 事業費        560万円 

財源：県 338万円、村 222万円 

【主な経費】 

 費用弁償（渡航費等） 181万円 

 受入補助金      110万円 

日本語研修委託料    40万円 

 その他         59万円 

 

海外派遣研修生補助金 170万円 

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。 

また、本村の青年２名を研修生として派遣し移住国の文化等の研修を行います。 

 

 

 



 

 

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 

 

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。平成 30 年 10 月より現物給付制度の導入が予

定されていますが、現在村が行う未就学児までの

無償化から中学校卒業までの無償化へ向けた検討

を行います。 

事業費       3,387万円 

財源：県 1,593万円、村 1,794万円 

【主な経費】 

 子ども医療費助成金 3,273万円 

 児童償還手数料    114万円 

 

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：村 2,178万円 

【主な経費】 

 補助金       2,106万円 

 報償費（巡回相談）   72万円 

 

認可保育所整備補助事業 福祉課 

待機児童解消を図るため、認可保育所の整備を

行う事業者へ整備費の助成を行います。 

事業費     2億 1,348万円 

財源：国 1億 8,298万円 

県 2,287万円、村 763万円 

【主な経費】 

 補助金  2億 1,348万円 

 

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。 

 



 

 

学校・家庭・地域の連携協力推進事業 生涯学習課 

 
事業費        328万円 

財源：県 100万円、村 228万円 

【主な経費】 

放課後子ども教室推進事業 130万円 

学校支援地域本部事業  198万円 

学校・家庭・地域の連携協力を強化し、地域全体で学校教育を支援する体制づくりを推

進する。 

 

 

②高齢者福祉の充実 

 

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       1,943万円 

財源：村 1,943万円 

【主な経費】 

 委託料       1,943万円 

 

食の自立支援事業 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       1,917万円 

財源：諸収入 747万円 

村 1,170万円 

【主な経費】 

 委託料       1,917万円 

 

③障がい者（児）福祉の充実 

 

地域活動支援センター事業 福祉課 

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。 

事業費        180万円 

財源：村 180万円 

【主な経費】 

 委託料        180万円 



 

 

地域生活支援事業 福祉課 

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       5,174万円 

財源：国 947万円、県 473万円 

村 3,754万円 

【主な経費】 

 相談支援事業     763万円 

 日常生活用具給付等  389万円 

 移動支援事業    1,140万円 

 地域活動支援ｾﾝﾀｰ  1,980万円 

 日中一時支援     336万円 

 その他        566万円 

 

⑥人にやさしい環境づくり 

 

生活困窮者就労準備支援事業 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        500万円 

財源：国 200万円、村 300万円 

【主な経費】 

 委託料        500万円 

 

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】ライカム交差点交流オアシス整備事業 企画振興課 

 事業費        638万円 

財源：県 510万円、村 128万円 

【主な経費】 

 設置工事費      495万円 

委託料（実施設計）  143万円 

米軍により返還されたアワ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本

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、当該地区の玄関口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。） 

 



 

 

【一括交付金】観光資源創出事業 企画振興課 

観光資源の創出や既存観光資源の事業を継続・

展開し、新たな観光資源による商品化を推進する

ため、村観光協会へ事業費を補助します。 

事業費         800万円 

財源：県 640万円、村 160万円 

【主な経費】 

 補助金        800万円 

 

【一括交付金】北中城まつり活性化事業 企画振興課 

 事業費       1,280万円 

財源：県 932万円、村 348万円 

【主な経費】 

 補助金       1,118万円 

 賃金等        162万円 

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、「青年エ

イサー」、「北中城しおさいまつり」開催等の支援を行い、村民の交流、地域振興等を

図ります。 

 

【一括交付金】地域発信型映画製作事業 企画振興課 

 事業費         500万円 

財源：県 400万円、村 100万円 

【主な経費】 

 委託料        500万円 

平成２９年度に製作した地域発信型映画「きたなかスケッチ」を活用した観光プロモー

ションを図ります。平成３０年度は、国内および海外の映画祭への出品、村内カフェと連

携した無料上映会を実施し、本村の美しいロケーションを広くＰＲします。 

 

 

 

 



 

 

【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       4,456万円 

財源：県 3,562万円、村 894万円 

【主な経費】 

 委託料       4,237万円 

 賃金         162万円 

自動車賃借料      57万円 

本村の新たな観光資源・スポットとなった大型商業施設において、その玄関口となるウ

ェルカムゲートに観光情報発信拠点たる観光案内所を設置し、北中城村を中心とした県内

全域の観光情報・案内等のサービスを提供することで、更なる観光客等の誘致を図ります。 

 

【特別交付税】地域おこし協力隊事業 企画振興課 

 事業費       2,365万円 

財源：特別交付税 2,328万円 

村 37万円 

【主な経費】 

 委託料（活動業務）  767万円 

 嘱託員報酬     1,561万円 

 特別旅費        37万円 

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、地域ブランドや地場

産品の開発・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・広報分野での地域振興活動を行います。 

 

【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        994万円 

財源：県 795万円、村 199万円 

【主な経費】 

 委託料        994万円 



 

 

 

北中城村観光協会補助事業 企画振興課 

 事業費       1,420万円 

財源：村 1,420万円 

【主な経費】 

 補助金       1,420万円 

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

された観光協会へ運営費の補助を行います。 

 

 

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        409万円 

財源：県 327万円、村 82万円 

【主な経費】 

 委託料        400万円 

旅費           9万円 

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。 

 

【一括交付金】農を活かした北中城活性化事業 企画振興課 

 事業費       3,093万円 

財源：県 2,474万円、村 619万円 

【主な経費】 

 委託料       2,784万円 

 需要費        284万円 

 役務費         25万円 

持続性のある農業を確立するため、水耕栽培実証実験を行い、新たな営農形態としての

検証を行います。また、栽培品を用いて６次産業化商品開発により特産品を生み出すとと

もに、食の循環によるエネルギー・培地作りに資する堆肥・液肥化、農産物の生産システ

ムのモデル構築を図ります。 



 

 

【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 351万円、村 88万円 

【主な経費】 

 営農指導員報酬    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。 

 

地産地消コーディネーター委託事業  農林水産課 

 事業費        300万円 

財源：諸収入 150万円、村 150万円 

【主な経費】 

 委託料        300万円 

計画的な生産から出荷体制の改善を総合的に支援し、アンテナショップでの直接販売や

事業所や給食センター等への出荷、出張販売等により販売促進することで、農産物の生産

量増加及び農業者の所得向上を図ります。 

 

農業次世代人材投資事業（旧青年就農給付金事業） 農林水産課 

 事業費        450万円 

財源：県 450万円 

【主な経費】 

 交付金        450万円 

青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営が不安定な就農直後（5年以内）

の所得を確保する交付金を給付します。 

 

 

 

 



 

 

【特別交付税】地域おこし協力隊事業（農業振興活動） 農林水産課 

 事業費        799万円 

財源：特別交付税 799万円 

【主な経費】 

嘱託員報酬       449万円 

賃借料         189万円 

その他         161万円 

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、主に村産品アンテナショップでの地場産品の販売、農作業支援及

び農地バンク運営・調査、耕作放棄地再生、畜産業支援等の地域振興活動を行います。 

 

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        2,713万円 

財源：県 2,275万円、村 438万円 

【主な経費】 

測量設計業務委託料  2,550万円 

流量観測業務委託料   140万円 

土地改良調査報告書 

作成業務委託料     23万円 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

④雇用の創出と就業支援 

 

【一括交付金】雇用サポートセンター事業 企画振興課 

 事業費        419万円 

財源：県 330万円、村 89万円 

【主な経費】 

 嘱託員報酬等     239万円 

 賃金等        162万円 

 賃借料等        18万円 

若者や退職期を迎えた団塊世代の就職への対応等を行い失業率の改善を図ります。 

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行い

ます。 

 

【一括交付金】グッジョブ連携推進事業 企画振興課 

 事業費       1,864万円 

財源：県 1,491万円、村 373万円 

【主な経費】 

 委託料       1,864万円 

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。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

村民提案制度活動支援事業 企画振興課 

 事業費        102万円 

財源：村 102万円 

【主な経費】 

 交付金        100万円 

 その他         2万円 

 村民の自主的なまちづくり活動等についての提案を支援することで、村民と行政による

共同のまちづくりの推進を図ります。                                    

 

 

②効率的な行財政運営 

 

総合行政システムＡＳＰ利用事業 総務課 

総務省による自治体クラウドの推進を受け、役

場庁舎内でシステム機器を保有せずＡＳＰを利用

することにより、セキュリティの担保された施設

で一括管理を行うとともに経費削減を図ります。 

事業費        3,866万円 

財源：村 3,866万円 

【主な経費】 

 ASP保守委託料    131万円 

 ASP使用料     3,396万円 

 ASP設置機器賃借料  339万円 

 

北中城村固定資産（土地）評価支援事業 税務課 

固定資産の評価替えが 3 年に一度行われると同

時に、平成 31年度の本換地によりアワセ土地区画

整理業務が完了し、換地処分による業務が多岐に

渡るため、標準値の選定から各筆の価格に反映さ

せる業務や評価替えに向けてのデータ作成・図面

出力等についての業務を行います。 

事業費        258万円 

財源：村 258万円 

【主な経費】 

 委託料        258万円 

 

 


