
後期高齢者医療特別会計

合　　計

収入
支出

水道事業会計

西都児湯情報公開・個人情報保護審査会特別会計

28億2,822万円
14億7,081万2千円
3億5,782万9千円 2,896万8千円

4億700万9千円

3億8,679万7千円
14万1千円

△1億5,350万2千円

17万5千円 △3万4千円
134億1,596万7千円

3億4,360万2千円

-1.6%
5.2%

5.1%
8.1%

3.8%
-19.4%

介護保険特別会計

差　　引 伸 率会　計　名 平成29年度 平成28年度

一般会計
国民健康保険特別会計

87億79万5千円
27億8,264万5千円
15億4,558万9千円

4億3,319万4千円
△4,557万5千円

7,477万7千円

82億6,760万1千円

-30.9%
-32.3%△1億9,417万6千円

129億2,463万7千円

4億9,710万4千円
6億118万5千円

4億9,133万円

民生費 

2,875百万円 

（33.0%） 

総務費 

1,555百万円 

（17.8%） 

教育費 

1,124百万円 

（12.9%） 

衛生費 

676百万円 

（7.8%） 

公債費 

632百万円 

（7.3%） 

土木費 

575百万円 

（6.6%） 

農林水産業費 

477百万円 

（5.5%） 

消防費 

294百万円 

（3.4%） 

その他 

493百万円

（5.7%） 

町  税 

1,405百万円 

（16.1%） 

繰入金 

800百万円 

（9.2%） 

その他 

542百万円 

（6.2%） 

国庫支出金 

1,822百万円

（20.9%） 

地方交付税 

2,050百万円 

（23.6%） 

町債 

 397百万円 

（4.6%） 

県支出金 

 787百万円 

（9.1%） 

使用料手数料 

133百万円 

（1.5%） 

諸収入 

91百万円 

（1.0%） 

平 成 ２９ 年 度 一 般 会 計 予 算 
 

 

歳 入 歳 出 

依存財源 

5,581百万円 

（64.1％） 

自主財源 

  3,120百万円 

（35.9％） 

性質別にみた歳出予算 

義務的経費 42.7％ 

37億1千7百万円 
投資的経費 13.7％ 

11億9千1百万円 

その他行政経費 43.6％ 

37億9千3百万円 

会計別予算の状況 

分担金負担金 

149百万円 

（1.7%） 

国有提供施

設交付金 

150百万円 

（1.7%） 

交付金等 

375百万円 

（4.4%） 

人件費 扶助費 公債費 普通建設事業費 災害復旧事業費 補助費等 物件費 その他 

11億8千5百万円 

(13.6%) 
 

 

19億円 

(21.8%) 

 
 

 

6億3千2百万円 

(7.3%) 
 

 

11億8千8百万円 

(13.7%) 
 

3百万円 

(0%) 
 

 

14億4千7百万円 

(16.6%) 
 

 11億5千1百万円 

(13.2%) 
 

11億9千5百万円 

(13.8%) 
 



○雇用を創出する （単位：千円）

事業名 予算額 内容

新富町商工業振興補助金 4,400
商工業者が行う販促活動及び個店の魅力を創出する活動等の経費及び
経営改善や資質の向上、人材育成を図るための研修等に要する経費への
助成

新富町農業活性化プロジェクト
事業補助金

8,508
新規就農者の受け入れ拡大のためカリキュラム等の作成及び実践的な研
修方法の確立を図る

水田農業特別対策事業補助金 5,200 水田の新規需要米、施設野菜等への助成

水田等有効活用促進事業補助
金

5,727 小麦等の安定した生産に必要な経費（種子、肥料等）への助成

新富町就農支援交付金 4,500 農業後継者・新規就農者の確保及び就農意欲の増進を図るための助成

青年就農給付金 28,510
新規就農者（独立・自営）への、農業を始めてから経営が安定するまでの
助成

米粉普及消費拡大事業補助金 514 町内で生産された米粉の普及・消費拡大活動に対する助成

小麦でつくる新富ブランドオン
リーワン事業補助金

900 町内で生産された小麦の普及・消費拡大活動に対する助成

しんとみアグリブランド創生事業
補助金

1,287
農畜産物及び加工品等を広く県外にアピールするとともに新富町の魅力を
発信するための助成

認定農業者等（担い手）育成事
業補助金

429
担い手の育成、支援及び農業経営の確立を目的とし先進農家との交流や
講演会等の開催経費の助成

新富町シンビジューム産地強化
対策事業補助金

360 オリジナル品種の導入等に関する研修会やＰＲ活動への補助

しんとみライチ産地化支援事業
補助金

210 ライチの産地化を図るため苗購入への助成

農業・畜産経営アドバイザー 3,972 農業・畜産経営者に対する経営改善等の支援

肥育素牛導入対策事業補助金 2,400 町内で生産された肉用牛肥育素牛導入者への助成

畜産・酪農収益力強化整備等
特別対策事業補助金

115,332
収益力強化や畜産環境問題への対応に必要な施設整備、家畜導入への
助成

酪農競争力強化対策事業補助
金

380 乳用牛受精卵購入及び乳用牛導入への助成

大和地区県営土地改良事業 2,500 大和地区県営土地改良に係る事業負担金

平成２９年度　当初予算の主な事業

～キラリと輝く「しんとみ」を目指して～



事業名 予算額 内容

地域おこし協力隊事業 4,499
都市圏在住者を活用しまちづくり活動の展開及び移住者の受け入れによ
る交流人口及び定住人口の増加推進を図る

西都・児湯観光活性化大作戦
事業補助金

1,508 西都・児湯の地域間で連携を図り、観光の活性化を図る

九州各県対抗少年相撲大会補
助金

1,539
本町観光の情報発信、町内の飲食業等の消費拡大を目的に実施する少
年相撲大会への補助

こゆ地域づくり推進機構による
日本版DMO形成事業補助金

20,000
「農業と観光」、「産業と観光」、「地域住民と観光客」など、様々な地域資源
や産業と観光を掛け合わせ、マッチングし、相乗効果を創り出す事業

こゆ地域づくり推進機構補助金 327,786 ふるさと納税推進事業や観光事業等に要する運営補助

南九州古墳群の日本遺産登録
事業

119 西都市・宮崎市と連携し、町内古墳群等の日本遺産登録を目指す

まちづくり補助金 13,075
まつりしんとみや一ツ瀬川花火大会への助成及び各地区行事活動への助
成等

事業名 予算額 内容

新富町定住促進事業 40,000 新富町内に住宅を新築等により居住する方への建築費用の一部助成

コミュニティバス運営事業 6,063 コミュニティバスの運営経費

乳幼児、児童生徒及び高校生
等医療費助成

92,378 乳幼児、児童生徒及び高校生等の医療費助成に伴う経費

不妊治療費助成 3,000 従来の所得制限を見直し、不妊治療の利用拡充を図る

新田公民館適地選定業務 2,784 新田公民館・支所の移転に伴う適地選定業務委託等

健康増進事業 33,957
子宮頸がん検診に、リスク検査（HPV検査）を追加することで、がんの早期
発見を図るほか、消防団員健康診査、医療機関での歯周病検診を新たに
実施する

オールしんとみ創生アピール事
業補助金

2,250
全ての産業、地域、住民が連携して新富町をＰＲし、商工業育成及び地域
活性化を推進する

西都児湯消費生活相談セン
ター負担金

415 西都児湯での広域設置に係る負担金

読書環境整備事業 12,955 図書館蔵書購入及び読書に親しむ機会の提供

○様々な世代が共生する地域コミュニティづくり

○新しいひとの流れをつくる



事業名 予算額 内容

デジタル防災行政無線放送シス
テム整備事業

14,869
アナログ周波数が平成34年度に使用終了となる事に伴い、防災行政無線
放送屋外子局等のデジタル化を行う

農地耕作条件改善事業 20,200 農作業道舗装工事及び農地の暗渠排水整備事業

富田浜入江係船場施設改修事
業

5,549 富田浜入江係船場の老朽化に伴う改修工事

上新田小学校建設事業
（文科省、防衛省関連事業）

485,681 上新田小学校建設に伴う監理業務外委託及び校舎建設工事

有線ラジオ放送施設運営基金
積立金（調整交付金事業）

12,839 有線ラジオ放送施設の運営を図るための積立金

コミュニティバス運営基金積立
金（調整交付金事業）

5,000 コミュニティバスの運営費のための積立金

防犯灯設置事業
（調整交付金事業）

6,854 防犯灯の設置及び取替工事

道路改良事業
（調整交付金事業）

131,201
六反田地区排水路整備事業、塚原～竹ヶ山線道路改良事業、平田～栗野
田線道路改良事業、樋之元線道路改良事業、芝原～末永線道路改良事
業

消防機械倉庫建設事業
（調整交付金事業）

41,745 消防団第3部機械倉庫建設工事及び第4部機械倉庫用地購入等

上新田小学校建設関連事業
（調整交付金事業）

83,145
上新田小学校建設に伴う外構工事、カーテン等取り付け、備品購入及び
中学校部室棟建設工事

○主な普通建設事業及び特定防衛施設周辺整備調整交付金事業

【歳入】 地方消費税交付金

うち社会保障財源化分（税率引き上げ分）

【歳出】 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられた社会保障施策経費

（113,400千円）

　平成２６年４月１日より消費税率（国・地方）が５％から８％へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分につ
いては、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。平成２９年度当初予算における社
会保障施策経費への充当状況については、下記のとおりです。

       270,000千円 

598,286

2,681,347千円
（単位：千円）

区　　分 予算額
財源の内訳

国県支出金 その他特定財源 一般財源

1　社会福祉費

障がい者福祉事業、高
齢者福祉事業、児童福
祉事業、母子福祉事業
など

2,044,096 1,178,680 267,130

120,972

2　社会福祉費
国民健康保険事業、介
護保険事業など

466,231 105,562 0 360,669

3　保健衛生費
疾病予防対策事業、医
療提供体制確保事業、
高齢者医療事業など

171,020 46,088 3,960

合計 2,681,347 1,330,330 271,090 1,079,927

地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途



平成２９年度６月補正予算の主な事業

●暮らし・安全・環 境 （単位：千円）

事　業　名 予算額 内　　容

青色防犯パトロール車整備事業
（再編関連訓練移転等交付金事業）

2,173 青色防犯パトロール車の導入

防災用資材購入
（再編関連訓練移転等交付金事業）

11,157 地区自主防災組織の設置に伴う防災用資材購入

公衆無線LAN整備事業及び基金
（再編関連訓練移転等交付金事業）

35,399 避難所等への公衆無線LAN整備に係る費用

道路改良事業
（再編関連訓練移転等交付金事業
等）

174,510

平田～栗野田線道路改良事業
中村～竹渕線道路改良事業
三納代～北原牧線道路改良事業
富田町～上城元線道路改良事業
永牟田線道路改良事業
川床～祇園原線道路改良事業
湯風呂～追分線道路改良事業
楠～西畦原線道路改良事業
駅前周辺整備道路改良事業
道路施設等調査委託業務

●健康・福祉 （単位：千円）

事　業　名 予算額 内　　容

すこやか安心基金積立金
（再編関連訓練移転等交付金事業）

20,789
すこやかに子育てできる環境をつくる経費に充てるため
の積立金

はつらつ健康基金
（再編関連訓練移転等交付金事業）

18,000
町民が生涯を通じて、いきいきはつらつと暮らせる健康づ
くりを推進するための積立金

●教育・文化・人づくり （単位：千円）

事　業　名 予算額 内　　容

小中学校教育情報機器外リース料 12,080
小中学校パソコン教室の情報機器を更新し、次世代情報
教育の充実を図る

学校給食共同調理場建設事業
（再編関連訓練移転等交付金事業）

6,597 学校給食共同調理場の設計業務委託

文化会館照明卓改修事業
（再編関連訓練移転等交付金事業）

27,666 文化会館照明卓の改修工事

新田テニスコート改修事業
（再編関連訓練移転等交付金事業）

81,699 新田テニスコートの砂入り人工芝整備

日置運動広場整備事業
（再編関連訓練移転等交付金事業）

3,963 日置運動広場の備品整備等

　　　　「元気に、安全で、安心して暮せる豊かな新富町」

問合せ：総務財政課 

（担当）中原・黒木 ☎33-6011 

1



平成２９年度　９月補正予算の主な事業

●暮らし・環 境 （単位：千円）

事　業　名 予算額 内　　容

消防団安全装備備品整備等助成事
業

294 消防団の装備品である防火服の購入

駅前周辺整備事業 6,000 駅前周辺の道路改良事業

六反田～原口線道路災害復旧事業 3,969 5月の豪雨で被害を受けた道路の災害復旧工事

●健康・福祉 （単位：千円）

事　業　名 予算額 内　　容

新富町小規模福祉施設スプリンク
ラー等整備事業費補助金

5,396
町内の小規模福祉施設に設置するスプリンクラー等への
補助

●教育・文化・人づくり （単位：千円）

事　業　名 予算額 内　　容

サッカー場費用対効果調査委託 1,383
当該施設に係るアンケートを行い、利用見込み等の調査
を行う。

上新田中学校配膳室空調設備設置
事業

1,228 上新田中学校配膳室の空調設備設置工事

●産業・経済 （単位：千円）

事　業　名 予算額 内　　容

しんとみアグリブランド創生事業補
助金

473 海外販路開拓等を図るための調査に要する助成

しんとみライチ産地化支援事業補助
金

410 ライチの産地化を図るため苗購入への助成

産地パワーアップ事業補助金 24,675
農作業の効率化、高収益化を図るための資材導入に係
る補助

　　　　　「元気に、安全で、安心して暮せる豊かな新富町」

問合せ：総務財政課 

（担当）中原・黒木 ☎33-6011 


