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平成３１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３１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”」・・・・・・・・・・・・・Ｐ４ 

 

 

３．「人と文化を育む時代を担う“人づくり”」・・・・・・・・・・・・・・Ｐ６ 

 

 

４．「ゆいまーる（相互扶助）で築く安全・安心な“地域づくり”」・・・・Ｐ１２ 

 

 

５．「地域の魅力を活かしたにぎわいのある“産業づくり”」・・・・・・・Ｐ１６ 

 

 

６．「村民と共に創造する夢のある“まちづくり”」・・・・・・・・・・・Ｐ２１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

◎ 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３１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 

（H31）1,206㎡取得予定 

事業費        5,960万円 

財源：県 137万円、村 5,823万円 

【主な経費】 

収入印紙代        6万円 

委託料（土地価格調査）  31万円 

支援業務委託料      134万円 

用地取得費      5,789万円 

 

【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 

 事業費        1,382万円 

財源：県 1,105万円、村 277万円 

【主な経費】 

 設置工事費     1,162万円 

委託料（実施設計）  220万円 

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】観光周遊バス実証実験 企画振興課 

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にあ

る。 

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る。 

事業費        1,710万円 

財源：県 1,368万円、村 342万円 

【主な経費】 

委員会費用        4万円 

パンフレット印刷製本費 100万円 

実証委託料      1,022万円 

運行等委託料      522万円 

車両リース料       21万円 

バス停製作請負費     41万円 
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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      1億 2,450万円 

財源：県 9,960万円 

村債 2,480万円、村 10万円 

【主な経費】 

進入路整備工事  1億 2,122万円 

委託料（工事監理）   328万円 

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。 

 

アワセ土地区画整理組合負担金 建設課 

 事業費      1億 7,545万円 

財源：国 1億 5,790万円 

村債 1,570万円、村 185万円 

【主な経費】 

負担金      1億 7,545万円 

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。 

 

 

②みどりの保全創出と景観形成 

 

村内公園遊具更新事業 建設課 

 事業費         260万円 

財源：国 240万円、村 20万円 

【主な経費】 

公園遊具設置工事費   260万円 

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。 
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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 1,400万円 

財源：国 9,120万円、 

村債 2,030万円、村 250万円 

【主な経費】 

本工事費          1億円 

委託料（現場技術）  1,330万円 

道路台帳整備       70万円 

 

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        3,210万円 

財源：国 2,480万円、村 730万円 

【主な経費】 

用地購入費      3,100万円 

用地取得支援業務    110万円 

 

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        1,243万円 

財源：村債 880万円、村 363万円 

【主な経費】 

本工事費       1,243万円 

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。 
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④環境共生社会の実現 

 

浦添市・中城村・北中城村ごみ処理施設建設室負担金 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        1,414万円 

財源：村 1,414万円 

【主な経費】 

負担金        1,414万円 

 

 

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         738万円 

財源：県 588万円、村 150万円 

【主な経費】 

嘱託員報酬等      239万円 

印刷製本費         10万円 

事業委託料       489万円 

  

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」を実施するとともに、本村の健康課題にアプローチする定例健康イベ

ントの開催及び新たに健康マイレージの導入を検討します。 

 

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         4,999万円 

財源：村 4,999万円 

【主な経費】 

委託料（予防接種）   4,999万円 

（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 
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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        1,680万円 

財源:村 1,680万円 

【主な経費】 

委託料        1,658万円 

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         421万円 

財源:村 421万円 

【主な経費】 

委託料         343万円 

報償費          27万円 

その他          51万円 

 

健康診査事業（人間ドック含む） 健康保険課 

 事業費        2,159万円 

財源:県 74万円、諸収入 220万円 

村 1,865万円 

【主な経費】 

人間ドック等委託料 

（40～74歳）     1,263万円 

（75歳以上）      537万円 

村民健診委託料     224万円 

その他         135万円 

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        1,078万円 

財源:村 1,369万円 

【主な経費】 

婦人科健診委託料    450万円 

がん検診委託料     500万円 

その他         128万円 
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健康づくり三事業 健康保険課 

 事業費          56万円 

財源:県 24万円、村 32万円 

【主な経費】 

委託料          37万円 

その他          19万円 

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生活習慣改善と健康づくり  

 

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 

農を活かした健康福祉施設整備を実施するた

め、県・国等の部局と調整・協議を行う。 

住民及び参画意欲のある企業との調整・意向把

握、実施に向けた取組みの組織化、土地利用調整、

基本計画、事業化計画などの策定を行う。 

事業費        1,054万円 

財源：県 843万円、村 211万円 

【主な経費】 

 策定業務委託料   1,054万円 

 

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 

 

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 1,412万円 

財源：国 1億 257万円 

村 1,155万円 

【主な経費】 

設計業務委託料(北小)   500万円 

アスベスト調査委託料(北小)15万円 

工事監理業務委託料(島小) 308万円 

防音機能復旧工事(島小)1億 589万円 
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北中城中学校外溝整備工事 教育総務課 

 事業費        3,999万円 

財源：国 3,555万円 

村 444万円 

【主な経費】 

工事発注支援業務委託料   48万円 

現場技術業務委託料    97万円 

整備工事費      3,854万円 

 

北中城中学校の校舎外溝（テニスコート、東側・南側駐車場）を整備する。 

 

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        3,003万円 

財源：基金 3,003万円 

【主な経費】 

食缶洗浄機      1,500万円 

配送車(２台)      1,503万円 

 

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厨房機器や

配送車の更新を行います。 

 

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 31年度より 1/2

の補助）を実施します。 

事業費        2,418万円 

財源：村 2,418万円 

【主な経費】 

補助金        2,418万円 

 

 

【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         588万円 

財源：県 433万円、村 155万円 

【主な経費】 

賃金等（北小）      195万円 

賃金等（島小）      195万円 

賃金等（北中）      198万円 
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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        3,346万円 

財源：県 2,460万円、村 886万円 

【主な経費】 

賃金等（北小）     1,362万円 

賃金等（島小）     584万円 

賃金等（北中）      795万円 

賃金等（幼稚園）     605万円 

 

【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 195万円、村 312万円 

【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）   268万円 

嘱託員報酬        267万円 

（島小・幼稚園） 

嘱託員報酬（島小）   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        641万円 

財源：県 451万円、村 190万円 

【主な経費】 

 委託料        594万円 

 使用料         15万円 

 役務費         16万円 

 消耗品費        5万円 

 備品購入費       11万円 

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。 
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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        349万円 

財源：諸収入 150万円、村 199万円 

【主な経費】 

 委託料         79万円 

 補助金        238万円 

 負担金         32万円 

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。 

 

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        6,311万円 

財源：県 400万円、諸収入 449万円 

村 5,482万円 

【主な経費】 

指定管理者委託料   5,423万円 

施設推進委託料     500万円 

図書・視聴覚資料等購入費 

            388万円 

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。 

 

全国高等学校総合体育大会支援事業 生涯学習課 

 事業費        1,789万円 

財源：村 1,789万円 

【主な経費】 

臨時職員賃金等     261万円 

使用料及び賃借料     7万円 

実行委員会補助金   1,521万円 

 

 

平成 31 年度南部九州総体が 4 県（沖縄、鹿児島、熊本、宮崎）で開催され、本村では

自転車競技（トラック部門）が行われることから、開催に向け実行委員会を支援する。 
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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】 

委員報酬等        2万円 

補助金         120万円 

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。 

 

【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        894万円 

財源：県 706万円、村 188万円 

【主な経費】 

 嘱託員報酬等     732万円 

 賃金         162万円 

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        874万円 

財源：国 699万円、村 175万円 

【主な経費】 

職員人件費       593万円 

嘱託員報酬       281万円 
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「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 

 

【一括交付金】海外子弟青年交流事業 総務課 

 事業費        384万円 

財源：県 243万円、村 141万円 

【主な経費】 

 文化研修講師報償費   15万円 

 日本語研修講師謝礼金  43万円 

受入旅費        182万円 

 その他         35万円 

海外派遣研修生補助金 109万円 

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年度から平成３０年度までに８１名の研修生を受け入れています。 
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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 

 

放課後児童クラブ増設事業 福祉課 

 事業費       8,777万円 

財源：国 692万円、県 5,665千円 

   村債 1,920千円 村 500万円 

【主な経費】 

 工事管理業務委託料  427万円 

 本工事       7,650万円 

 外溝工事       700万円 

公設民営による放課後児童クラブを島袋小学校区に設置する。 

 

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 1,345万円 

財源：国 1億 8,298万円 

県 2,287万円、村 760万円 

【主な経費】 

補助金      2億 1,345万円 

 

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、昨年度に行った通院の中学校卒業まで

無償化の拡充を継続して行います。 

事業費       5,778万円 

財源：県 1,821万円、村 3,957万円 

【主な経費】 

 子ども医療費助成金 3,642万円 

 児童償還手数料   2,136万円 

 

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        1,944万円 

財源：村 1,944万円 

【主な経費】 

 補助金       1,872万円 

 報償費（巡回相談）   72万円 
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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        275万円 

財源：県 100万円、村 175万円 

【主な経費】 

放課後子ども教室推進事業 166万円 

学校支援地域本部事業   109万円 

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       1,964万円 

財源：村 1,964万円 

【主な経費】 

 委託料       1,964万円 

 

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：村 2,087万円 

【主な経費】 

 委託料       2,079万円 

 口座引落手数料     8万円 
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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 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        182万円 

財源：村 182万円 

【主な経費】 

 委託料        182万円 

 

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       5,959万円 

財源：国 1,173万円、県 586万円 

村 4,200万円 

【主な経費】 

 相談支援事業     755万円 

 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  2,746万円 

 日中一時支援     336万円 

 法人後見支援事業   401万円 

 その他        192万円 

 

 

④地域防災力の向上 

 

役場第一庁舎改築工事 総務課・建設課 

 事業費      3億 678万円 

財源：県 334万円、村 3,064万円 

村債 2億 7,280万円 

【主な経費】 

 設計管理委託料   1,944万円 

 磁気探査業務委託料  352万円 

 改築工事費   2億 8,382万円 

 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

る。 
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防災行政無線整備事業 総務課 

 事業費     1億 4,964万円 

財源：国 1億 810万円 

村債 3,420万円、村 734万円 

【主な経費】 

 現場技術業務委託料  850万円 

 整備工事 1億 4,114万円 

  

 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る。 

 

 

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 200万円、村 100万円 

【主な経費】 

 委託料        300万円 
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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・商工業の振興 

 

【一括交付金】北中城まつり活性化事業 企画振興課 

 事業費       1,656万円 

財源：県 1,323万円、村 333万円 

【主な経費】 

 補助金       1,494万円 

 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」、「ひまわりまつり」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】観光誘客プロモーション事業 企画振興課 

 事業費       4,637万円 

財源：県 3,705万円、村 932万円 

【主な経費】 

 委託料       4,315万円 

 賃金         171万円 

自動車賃借料      45万円 

その他        106万円 

本村の観光情報発信拠点たる観光案内所を運営し、村を中心とした県内全域の観光情報

の案内等のサービスを提供する。また、観光誘客プロモーションを推進し、村内飲食店や

観光施設への誘客を行い、村観光事業の活性化を図る。 
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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        1,013万円 

財源：県 810万円、村 203万円 

【主な経費】 

 委託料       1,013万円 

 

【特別交付税】地域おこし協力隊事業 企画振興課 

 事業費        2,133万円 

財源：村 2,133万円 

【主な経費】 

 嘱託員報酬     1,193万円 

 費用弁償       106万円 

 需要費        135万円 

 使用料および賃借料  662万円 

 特別旅費（面接）    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。 

 

北中城村観光協会補助事業 企画振興課 

 事業費       1,540万円 

財源：村 1,540万円 

【主な経費】 

 補助金       1,540万円 

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。 
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②農業の振興 

 

【一括交付金】地域ブランド構築事業 農林水産課 

 事業費        524万円 

財源：県 419万円、村 105万円 

【主な経費】 

 委託料        500万円 

旅費          24万円 

アーサに続く特産品としてパッションフルーツを使用した商品を村内事業者に開発・販

売してもらい、パッションフルーツのブランド化を図ります。昨年より事業の自走化を図

り、無償提供していたパッションフルーツピューレを有料化したところで、今年度は、開

発した商品類を首都圏等で販売・調査することで、本村及びアーサ･パッションフルーツ

のプロモーションも行い、ブランド化を図ります。 

 

【一括交付金】農を活かした北中城活性化事業 農林水産課 

 事業費        1,947万円 

財源：県 1,558万円、村 389万円 

【主な経費】 

 委託料       1,599万円 

 需要費        324万円 

 役務費         24万円 

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こと

を目的とします。 

 

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。 
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【一括交付金】営農支援強化事業 農林水産課 

 事業費         444万円 

財源：県 353万円、村 91万円 

【主な経費】 

 営農指導員報酬    444万円 

  

 

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。 

 

【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        505万円 

財源：特別交付税 505万円 

【主な経費】 

嘱託員報酬       344万円 

賃借料         143万円 

その他          18万円 

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        9,401万円 

財源：県 7,644万円、村 1,757万円 

【主な経費】 

不動産鑑定等手数料   170万円 

測量設計業務委託料  1,500万円 

用地取得支援業務委託料 508万円 

物件移転補償算定業務  273万円 

委託料 

かんがい施設用地費  5,450万円 

物件等補償費      1,500万円 

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。 
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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         257万円 

財源：県 203万円、村 54万円 

【主な経費】 

 嘱託員報酬等     239万円 

 消耗品費        3万円 

 賃借料         15万円 

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、求職者への就業等の支援に取り組み、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、求人者と求職者双方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        2,171万円 

財源：県 1,737万円、村 434万円 

【主な経費】 

 委託料       2,171万円 

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。 
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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 

 

第四次総合計画（後期計画）策定事業 企画振興課 

総合計画は本村のまちづくり全ての基本となる

最上位計画である。平成 27年度に策定した前期計

画が平成 31年度をもって終了することから、残り

5 年間の施策について体系的に示す後期計画を策

定する。 

事業費         415万円 

財源：村 415万円 

【主な経費】 

 委員報酬        14万円 

 委員費用弁償      4万円 

 策定業務委託料    397万円 

 

 

②効率的な行財政運営 

 

固定資産評価支援事業 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         838万円 

財源：村 838万円 

【主な経費】 

業務委託料      838万円 

 

 


