
（単位：千円）

予算額

58,698

14,000

428

10,000

5,865

1,636

9,250

26,870

4,500

71,713

1,500

2,804

1,642

5,300

160

8,904

（単位：千円）

予算額

379

2,100

3,000
在宅介護を受けている要介護高齢者等への介護手当の支
給、月額10,000円

松くい虫防除関連事業
富田浜の松くい虫被害が大きい松林の木伐倒駆除及び樹
幹注入業務、特別防除

健康
・

福祉

事　業　名 内　　容

障がい者虐待防止緊急一時保護業
務委託

障がい者虐待防止のため一時保護施設への短期入所

身体障がい者住宅改造助成事業補
助金

障がい者(児）の居住に適するよう住宅改造のために要す
る費用の助成

介護手当支給

新富町防災ガイドブック作成事業 新富町防災ガイドブックの作成

航空機騒音目視調査事業
新田原基地の離発着回数の測定や騒音データの収集作
業

防災士資格試験受講料 防災士資格試験の受講料の自己負担金免除

町道・排水路改良維持費 道路の改良、舗装維持及び排水路整備等に要する経費

木造住宅耐震改修事業補助金
耐震診断によって耐震基準を満たさないと診断された木造
住宅の所有者が行う耐震補強工事への補助

新富町ＩＴソリューション推進事業
定期、不定期なＩＴ及びＰＣ教室等の出張サービス事業に伴
う雇用創出

有線ラジオ放送施設整備事業 有線ラジオ放送施設の新設及び改修工事

浄化槽設置整備事業外補助金
個人が行う合併浄化槽設置に対する補助及び併せて行う
単独処理浄化槽の撤去費用への補助

太陽光発電設備設置補助金 環境対策のため個人が行う太陽光発電設備に対する補助

まちづくり補助金 町民が自主的に行うまちづくり活動への補助

ようこそしんとみWelcome事業補助
金

新富町へ転入された世帯へ記念品を贈呈

暮らし
・

環  境

新富町定住促進事業補助金
新富町に住宅を新築し居住する方に建築費用の一部を補
助

コミュニティバス事業 地域公共交通会議及びコミュニティバス運行に要する経費

カーブミラー設置事業

平成２６年度　当初予算の主な事業

「元気に、安全で、安心して暮せる豊かな新富町」

事　業　名 内　　容

庁舎改修整備事業 庁舎の発電機設置と駐車場舗装工事外

要望等による危険個所へのカーブミラー設置



（単位：千円）

予算額

2,100

6,500

1,411

1,526

35,834

2,409

14,823

7,830

60,909

3,600

5,100

7,248

276,550

55,167

2,750

19,301

25,847

5,525

3,000

4,820

1,089

7,416高齢者いきいき健康事業 65歳以上の方の無料がん健診（乳がん検診を除く）

各がん検診事業
一般健康診査及び従来の胃・大腸・子宮・乳・前立腺・肺が
ん検診への助成に加え、肺がんＣＴ検診を実施し40歳から
64歳の検診費を助成する

未熟児養育医療給付事業 未熟児等の医療費に対する助成

不妊治療費助成事業 不妊治療費の一部助成

児童手当支給事業
3歳未満児月額15,000円、3歳から小学生月額10,000円（第
3子のみ15,000円）、中学生月額10,000円の手当支給

予防接種事業及び県外予防接種助
成

ヒブ・小児用肺炎球菌・子宮頚がんを含め、乳幼児・生徒
に対する定期予防接種を保護者負担なしで行う。また里帰
り出産等による助成を追加

結核検診事業 65歳以上の方の結核検診

妊婦乳児健康診査事業
妊婦・乳児の一般健康診査及び1歳6か月児検査、3歳児
検査等を行う

母子保健事業
各乳幼児健診・妊婦健診費用の14回分助成等に要する経
費

こんにちは赤ちゃん訪問事業 生後4か月までの赤ちゃんを訪問し子育て支援を行う

障がい児保育事業補助金 保育園の障がい児に対する加配保育士の人件費補助

病後児保育事業補助金
児童が病気の回復期にあり保育所に通園できず、保護者
も仕事等により看護できない場合の保育を行う保育施設へ
の補助

多子世帯保育料助成 4人目以降の幼児の保育料等の無料化

保育士等処遇改善臨時特例事業 保育士等の処遇改善に要する経費

ひとり親家庭医療費助成 ひとり親家庭の医療費への助成

乳幼児・児童生徒医療費助成 中学校3年生以下の乳幼児・児童生徒への医療費助成

重度障がい者（児）医療費助成 重度障がい者（児）の医療費に対する助成

子ども・子育て支援事業計画策定事
業

子ども・子育て支援事業の提供体制の確保、円滑な業務
の実施に関する計画策定

事　業　名 内　　容

寝たきり老人おむつ支給
在宅介護を受けている要介護高齢者等へのおむつの支
給、月額5,000円分以内

健康
・

福祉

地域活動支援センターＩ型事業委託
専門職員の配置により地域との連携強化や障がいに対す
る理解を図るための事業委託

障がい者地域デイケア相談支援事
業

障がい者（児）及びその家族の相互交流、地域交流等の相
談支援による雇用創出

障がい者自立交流相談支援事業
障がい者（児）の創作的活動、日常生活訓練、就労訓練等
の相談支援による雇用創出



（単位：千円）

予算額

3,284

4,800

14,750

451

（単位：千円）

予算額

21,666

1,537

8,160

17,987

5,521

3,775

9,720

（単位：千円）

予算額

100,641

26,849

1,000

27,000

3,523

1,000

6,009

7,500

1,000

1,500しんとみアピール推進事業補助金
新富の物産や本町の魅力を積極的にアピールしていくた
めの補助

大和地区土地改良関連事業 大和地区土地改良関連事業に要する経費

新富町地場産品を活用した新産業
創出による雇用機会拡充支援事業

新富町特産「米粉」「米粉麺」を使用した商品開発及び「そ
ば」の販売促進等による雇用創出

やっど新富活力ある地域づくり推進
事業補助金

活力ある町をつくるため、各産業や地域を活性化させよう
とする活動への支援

青年就農給付金
青年の就農意欲向上と就農後の農業への定着を図るため
の給付金支給事業

乳用雌牛等増頭対策事業補助金
雌牛判別精液購入事業、認定牛一等以上の自家保留牛
への補助、町内で生産された肉用牛肥育素牛導入者への
補助、乳用雌子牛の自家保留への補助

家畜伝染病防疫対策事業補助金 畜産及び養鶏農家への消毒薬の配付

新田原古墳群整備事業 国指定史跡新田原古墳群の公園整備のための調査・復元作業

事　業　名 内　　容

産業
・

経済

臨時福祉給付金給付事業
消費税率８％引き上げによる、負担の影響を考慮し、臨時
的な措置として、臨時福祉給付金を支給

子育て世帯臨時特例給付金給付事
業

消費税率８％へ引き上げによる、子育て世帯の影響を緩
和し、子育て世帯の消費の下支えを図る、臨時的給付金を
支給

しんとみ農畜産物販売促進事業補
助金

学力向上支事業 小中学生の学力向上支援のための補助教員の報酬

生涯学習推進事業 生涯学習講座の開設や生涯学習フェスタの開催

読書環境整備事業及び推進事業
図書購入と図書支援員の配置による読書環境の整備、及
び図書システムの運用やイベント開催

新富町産の農畜産物のＰＲ及び販売促進活動に要する経
費の助成

健康
・

福祉

事　業　名 内　　容

すこやか高齢者健康診査事業 後期高齢者の健康診査（無料）

脳ドック検査助成事業
国民健康保険加入者を対象とする脳ドック検査受診料の
一部助成

特定健康診査等事業
30歳から74歳までの国民健康保険加入者を対象とする健
康診査等(無料）

自殺対策事業

事　業　名 内　　容

教　育
・

文　化
・

人づくり

放課後児童クラブ関連事業
小学生の放課後児童クラブの支援、障がい児の放課後支
援

青少年の体験活動支援事業
土曜日の子どもの体験活動企画や成人式実行委員会へ
の支援等

奨学資金貸付 奨学資金の貸与

こころの電話帳・相談票の送付



（単位：千円）

事　業　名 予算額 内　　容

新富町定住促進基金積立金 10,000 定住促進を図るための基金積立

地域おこし協力隊事業 5,132
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定住人口の増加を推進
し活性化を図る

新富町町制55周年記念事業補
助金

1,800 町制55周年記念事業への補助

激甚地区生活道舗装工事 1,000 激甚地区における生活道路の舗装工事

○新富町定住促進事業補助金 30,000
新富町に住宅を新築し居住する方に建築費用の
一部を補助

デジタル防災行政無線基本設
計業務委託

4,000
デジタル防災行政無線への移行に伴う基本設計
業務委託

新富町ＩＣＴ利活用における街
づくり支援事業業務委託

1,296
有線ラジオ放送施設を活用した街づくり支援事業
委託

生活道路舗装補修事業（生コン
クリート支給含む）

4,630
一定条件を満たす生活道路の舗装補修及び生コ
ンクリート・ＭＫ側溝支給及び重機借り上げ

○町道・排水路改良維持費 927,560
道路の改良、舗装維持及び排水路整備、橋りょう
補修等に要する経費

町営住宅屋根・外壁・ベランダ
手摺等改修事業

66,344
宮ケ平団地Ｄ棟及び新町新団地ＡＢ棟の改修工
事

町営住宅空調機器機能復旧工
事

4,200 町営住宅の空調機器機能復旧工事

消火栓設置工事負担金 2,502 消火栓設置工事の負担金

津波避難対策緊急事業計画策
定業務委託

7,432 津波避難対策緊急事業計画策定業務委託

防災備蓄倉庫設置工事 750 防災備蓄倉庫設置工事

新富町有線ラジオ放送施設運
営基金積立金

9,000 有線ラジオ放送施設運営のための基金積立

消防機械倉庫建築事業 54,718 新富町消防団第2部の機械倉庫の建築

航空機騒音観測装置購入 5,479 航空機の騒音を図るための機械購入

防犯灯設置工事 10,072 防犯灯の設置工事

救助資器材搭載型積載車購入 19,928 消防団第７、８部の積載車購入

自主防災組織防災資機材整備 6,552 自主防災組織への防災資機材整備

平成２６年度　当初予算及び6月補正予算の主な事業

「元気に、安全で、安心して暮せる豊かな新富町」

暮
ら
し
・
環
境

※○が事業名の前についている事業については、当初予算及び６月補正予算で計上した事業と予算額になります。



　 （単位：千円）

事　業　名 予算額 内　　容

軽度・中等度難聴児補聴器購
入費等助成事業

274
障がい者手帳の未交付対象児への補聴器購入
費助成

子ども・子育て情報まっぷ事業
委託

1,680
結婚、妊娠、出産、子育ての一貫した支援の為の
ガイドブック作成

新田保育所大規模改修事業 92,810 新田保育所の大規模改修

○自殺対策事業 501 自殺対策ボランティア団体への補助

上新田地区健康相談事業 732
上新田地区における健康相談及び口腔ケア、歯
科検診等を行い、生活習慣病の予防を行う

○予防接種（個別）委託及び任
意予防接種助成

75,934
ロタ、水痘、流行性耳下腺炎、Ｂ型肝炎の任意予
防接種及び水痘、肺炎球菌の定期予防接種の追
加助成

すこやか安心基金積立金 40,511
乳幼児医療費助成及び多子世帯保育料助成の
ための基金積立

（単位：千円）

事　業　名 予算額 内　　容

新田原学習等共用施設改修事
業

19,230 新田原学習等共用施設整備工事

学校給食食材地産地消事業補
助金

1,140
学校給食において地産地消の日を設け食育を行
うための補助

学力・授業力向上推進リーダー
事業

189
町内小中学校の教諭による学力・授業力向上の
ための研修

幼保小連携・接続推進委託事
業補助金

400
幼稚園、保育園児が小学校教育へスムーズに移
行できるよう共通課題に関する連携や交流活動及
び研修会等を行う

防犯カメラ設置工事 1,880 富田小学校への防犯カメラ設置

○新富町読書環境整備事業 36,663
複合施設建設に向けた町内の読書環境整備や図
書購入等

○町自治公民館連絡協議会補
助金

2,715 自治公民館連絡協議会による視聴覚機器の整備

複合施設建設事業 564,401 複合施設建設事業

全国交流レガッタ出場選手助成
金

1,246 全国交流レガッタ出場選手への助成

町体育館耐震補強改修事業 27,149 町体育館の耐震補強及び改修工事

勤労者体育センター床面整備
事業

22,821 勤労者体育センターの床面整備工事

地区集会所大規模改修事業 46,557
地区集会所の大規模改修及び太陽光発電設備
の設置

富田小学校校庭樹木伐採業務 1,500 富田小学校校庭の樹木伐採

上新田小学校防球ネット設置工
事

6,066 上新田小学校運動広場の防球ネット設置

健
康
・
福
祉

教
育
・
文
化
・
人
づ
く
り

※○が事業名の前についている事業については、当初予算及び６月補正予算で計上した事業と予算額になります。



（単位：千円）

事　業　名 予算額 内　　容

新富町商工業振興基金積立金 25,000 商工業振興を図るための基金積立

スカイパーク整備事業（口蹄疫
ファンド事業）

49,526
スカイパーク整備事業に伴う富田浜漕艇庫及び、
周辺整備実施設計、公共サイン等設置工事

まちづくり構想策定支援事業 11,469 まちづくり構想策定支援に伴う経費

農地中間管理事業 3,193
農地集積の為の貸し手と受け手の調整や担い手
の規模拡大へ情報提供や賃貸借等のあっせん等
を行う事業

○しんとみ農畜産物販売促進事
業補助金

2,700 新富町産農畜産物ＰＲのための補助

新産地・新技術開発促進事業
補助金

2,000 新産地・新技術開発のための補助

水田農業特別対策事業補助金 6,700
水田有効活用のための新規需要米等の作付に対
する補助

水田等有効活用促進事業補助
金

2,400
小麦産地化へ向けた作付推進のための種子、農
薬等への補助

米粉普及消費拡大事業補助金 950
新富町産米粉の普及拡大及び消費拡大への取り
組みに対する補助

環境保全型農業直接支払交付
金事業補助金

183
環境保全効果が高い有機農業等への取り組みに
対する補助

新富町認定農業者経営改善緊
急支援事業補助金

24,000
認定農業者が経営改善計画を達成するために必
要な経費への補助

新富町環境保全型農業育成支
援事業補助金

974
省力化を図るため生分解性マルチの普及促進へ
の助成

新富町就農支援交付金 5,000
農業後継者の確保及び就農意欲の増進を図るた
めの補助

小麦でつくる新富ブランドオン
リーワン事業補助金

500 新富町産小麦のブランド化への補助

葉たばこ転換に伴う新品目育成
事業補助金

1,399
葉たばこ生産からの転換の為の種苗代等への補
助

新富町施設園芸産地再生緊急
支援事業補助金

25,000
省エネ、省力化に効果のある資材及び機械等へ
の補助

「儲かるを形に」みやざき園芸産
地強化支援事業補助金

18,000 ＡＰ２号改良型ハウスの建設に伴う補助

○乳用雌牛増頭対策事業補助
金

720 雌牛判別精液購入事業への補助

産
　
業
　
・
　
経
　
済

※○が事業名の前についている事業については、当初予算及び６月補正予算で計上した事業と予算額になります。



（単位：千円）

事　業　名 予算額 内　　容

○肉用牛増頭対策事業補助金 3,800 認定牛、一等以上自家保留牛への補助

○肥育素牛導入対策事業補助
金

4,033
町内で生産された肉用牛肥育素牛導入者への補
助

○家畜伝染病防疫対策事業補
助金

3,400 畜産及び養鶏農家への消毒薬の配付

○乳用雌子牛増頭対策事業補
助金

2,200 乳用雌子牛の自家保留への補助

県営農業農村整備調査計画事
業委託

5,300
大和排水受益地の基盤整備を行うための調査計
画委託

農道舗装用生コンクリート支給
事業

11,236
農道整備に必要な生コンクリートの支給及び重機
借り上げ

農業基盤整備促進事業補助金 29,800 水田及び畑における暗渠排水整備

西河原地区農地整備促進協議
会補助金

300 農地整備に伴う促進協議会発足への補助

富田浜入江係船場施設維持補
修工事

1,500 富田浜入江の係船場施設維持補修

新富町商工業繁盛店支援事業
補助金

4,000
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消費税増税への対応に必
要な経費の補助

新富町商工業人材育成助成事
業補助金

400
商工業者が行う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補助

新富町観光協会補助金 978
新富町観光協会への追加補助（芝桜のＤＶＤ作
成）

建築人材育成事業委託 10,682 建築業の人材育成のための委託事業

障がい者相談支援事業所サ
ポート事業委託

4,895
障がい者相談支援事業所の人材育成のための委
託事業

介護人材確保支援事業委託 2,942 介護施設事業所の人材育成のための委託事業

新規農業従事者雇用促進事業
委託

4,054 新規農業従事者の雇用促進のための委託事業

地域経済を支える企業の成長
戦略の為の人材育成事業委託

9,049
地域経済を支える企業の人材育成のための委託
事業

産
　
業
　
・
　
経
　
済

※○が事業名の前についている事業については、当初予算及び６月補正予算で計上した事業と予算額になります。



平成２６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

北畦原地区防音建具機能復旧工事 457 北畦原地区の防音建具機能復旧工事

有線ラジオ放送施設整備工事 6,550
ＩＰ告知放送新規加入者等に対する有線ラジオ放送施設
工事

生活道路舗装補修事業（生コンクリート
支給含む）

4,700
生活道路の舗装補修及び生活道路整備に必要な生コンク
リート・ＭＫ側溝支給及び重機借り上げ

栗野田池造成工事 21,000 栗野田池造成工事

消防機械倉庫建築予定地不動産鑑定
委託

562 消防団第１２部機械倉庫建築予定地不動産鑑定委託料

消防機械倉庫建築工事 5,147 消防団第２部機械倉庫建築に伴う地質改良工事

災害応急工事 1,533 台風１１号に伴う農道・町道の災害復旧工事

○ 健 康 ・ 福 祉

事　業　名 予算額 内　　容

発達障がい等保育士研修事業 66 保育士のスキルアップのための研修

発達障がい児早期発見支援体制及び
相談体制強化事業

213
発達障がい児早期発見支援員による巡回訪問及び臨床心
理士による発達相談等の強化

○ 教 育 ・ 文 化 ・ 人づ く り

事　業　名 予算額 内　　容

小中一貫教育研究会補助金 300 新田学園小中一貫教育の３年間の成果報告会に伴う補助

○ 産 業 ・ 経 済

事　業　名 予算額 内　　容

水田等有効活用促進事業補助金 5,942 小麦生産に必要な経費への補助

新富町認定就農者経営確立支援事業
補助金

1,500
認定就農者が就農計画早期達成のために必要な農業用機
械等への補助

被災農業者向け経営体育成支援事業
補助金

990
大雨等の災害による農産物の生産に必要な施設及び付帯
施設等の再建・修繕に係る費用への補助

全国茶品評会農林水産大臣賞・産地賞
受賞記念広報事業補助金

312
全国茶品評会にて農林水産大臣賞及び産地賞を受け、PR
活動に必要な懸垂幕及びのぼり旗作成費用への補助

口蹄疫埋却地復旧事業 53,631 口蹄疫埋却地の復旧工事

多面的機能支払交付金事業負担金 3,600 農地の多面的機能を支える共同活動組織に対する支援

農業基盤整備促進事業補助金 15,000 農地の暗渠排水整備に伴う補助

みやざき畑地かんがい営農基盤整備事
業補助金

2,000 水田における地下水位制御システムの導入

新富町商工業繁盛店支援事業補助金 4,000
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
等の経費及び消費税増税への対応に必要な経費の補助

「元気に、安全で、安心して暮せる豊かな新富町」



平成２６年度　１２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

地域おこし協力隊事業 894
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
受け入れによる定住人口の増加を推進し活性化を図る

新富町有線ラジオ放送施設運営基金積
立金（調整交付金事業）

24,524 有線ラジオ放送施設運営のための基金積立

○ 健 康 ・ 福 祉

事　業　名 予算額 内　　容

福祉有償運送運営協議会 32 福祉有償運送運営協議会委員報酬

高齢者ソフト食事業 455
高齢者ソフト食普及推進のための講師謝金及び料理講習材
料外

○ 教 育 ・ 文 化 ・ 人づ く り

事　業　名 予算額 内　　容

各種大会出場補助金 300 町内中学校の各種大会への出場のための追加補助

各中学校講堂改修事業 6,032
町内各中学校講堂のつり天井等改修及び新田中学校講堂
の屋根改修工事に伴う設計業務委託

湯之宮座論梅病害虫防除薬剤散布業
務委託

35 ウメ輪紋ウイルス対策のための害虫駆除

○ 産 業 ・ 経 済

事　業　名 予算額 内　　容

農業経営改善等対策会議 146 新規就農者認定における農業経営改善対策会議委員報酬

経営転換協力金 2,400
担い手への農地集積のために、経営転換・リタイアする農家
が農地中間管理機構へ農地を貸し付けることによる支援

耕作者集積協力金 800
農地の借受希望者が経営する農地等に隣接する農地を農
地中間管理機構へ貸し付けることによる支援

新富町茶園病害虫防除事業補助金 2,000 お茶農家の病害虫防除対策事業への補助

農道整備工事 8,000 農道整備に伴う工事請負費（北原牧１７号線）

道路舗装補修事業（生コンクリート支給
含む）

3,000
一定条件を満たす道路の舗装補修や道路整備に必要な生
コンクリート支給の追加及び作業に伴う備品

新町新団地合併浄化槽補修工事 1,310 新町新団地の浄化槽補修工事

平田～栗野田線道路改良事業

宮ケ平線外１道路改良事業

三納代～北原牧線舗装補修事業

平伊倉～三財原線道路改良事業

南原線舗装補修事業

六反田地区排水路整備事業

祇園原～駒取線舗装補修事業

永牟田線道路改良事業

「元気に、安全で、安心して暮せる豊かな新富町」

65,418道路改良事業（調整交付金事業）


