
（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額

防災行政無線費

3,420 専門員・パトロール員による防犯・交通安全活動

自治公民館補助金 31,640 自治公民館活動に対する補助金

新富町花の里づくり事業補助金 855 ルピナスの種代、花の苗代等

学力向上支援事業 14,763 各小中学校に学力向上支援ための補助教員を配置

まちづくり補助金

8,135 図書司書補を配置し、学校図書の整備を図る

学校給食調理及び配送業務 32,311 学校給食の民営化による委託と給食配送車の購入

4,211 防災行政無線の設置及び維持管理

送水ポンプ改修工事外 48,000 水道配水池への送水ポンプ改修等

富田中学校建設工事のための事業費

地区集会所の大規模改修に関する設計

事　業　名 内　　容

安全

道路改良維持費 201,198 道路の改良、舗装等

危機管理・地域安全活動事業

事　業　名 内　　容

元気

新田小・中学校建設事業 1,167,436 新田小・中学校建設工事のための事業費

地区集会所大規模改修事業 6,208

富田中学校建設事業 730,809

藤山溜池整備事業 14,766 藤山溜池改修調査設計

平成２２年度　当初予算の主な事業

「元気・安全・安心で暮らせる豊かな新富町」
～思いやりのある優しい「まちづくり」に取り組みます～

13,000 町民が自主的に行うまちづくり活動への補助

学校図書整備事業

新富町観光資源開発事業委託 4,143
観光振興や地域資源の開発などの事業委託：継続的な
雇用対策

町民ギャラリー運営補助金 3,420
町民等の芸術作品の展示を行う町民ギャラリーの運営補
助

奨学資金貸付 11,640 奨学資金の貸与

就学援助費 11,682
経済的な理由によって就学費用に困窮する家庭への学
用品費等の援助

放課後こども教室・児童クラブ事
業

9,616 小学生の放課後活動の支援

幼稚園就園奨励補助事業 9,022 幼稚園に通う世帯への子育て支援のための補助

中央公民館図書室整理・活用事
業

1,980
図書の整理分類を図り、利用しやすい図書室づくりをす
すめる：緊急的な雇用対策

文化財資料整理事業 3,941 文化財等の資料の整理業務：緊急的な雇用対策

12,703 各公園の維持管理委託

子どもいきいき学習事業 1,200
文化系の活動を希望する児童生徒の放課後活動の実施
（和太鼓、合気道、そば作り教室等）

子どもの読書ふれあい事業 1,000
児童書の整備や読書イベントにより子どもや子育て中の
親が集まり交流できる場を提供する

1,000
次世代の子ども達の育成のためにニュースポーツを中心
としたスポーツ事業に取り組む

子ども名作映画鑑賞事業 1,680
子どもが気軽に参加できるよう各地域において名作映画
の上映を行う

子ども相談団体委託事業補助金 1,000 子育て支援を行うボランティア団体への補助

公園維持管理費

子どもの体験活動支援事業補助
金

600
子どもの健全育成を目的とした各地域の体験活動支援
団体への補助

子どもいきいきスポーツ事業

元気！ 

安全！ 



（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額

誘致企業等雇用奨励補助金 3,000 誘致企業に対する町内居住者の雇用促進のための補助

し尿処理費 89,203 し尿処理施設の運転及び維持管理の経費

優秀な雌牛購入に対する補助

不法投棄・監視等事業 3,720
町内全域の環境パトロールによる不法投棄監視及び環
境美化活動

健康増進事業 21,566 各種がん検診、一般健診委託等

30,394 予防接種委託、結核健診委託

浄化槽設置整備事業補助金 38,808 合併浄化槽の設置に対する補助

疾病予防事業

各乳幼児健診・妊婦健診費用の１４回分助成

ひとり親家庭医療費助成 8,171

乳幼児・児童生徒医療費助成 60,530

ひとり親家庭の医療費への助成

中学校３年生以下の児童の医療費への助成

高齢者いきいき健康事業 6,976 ６５歳以上の方の無料がん健診（乳がん検診を除く）

特定高齢者通所型介護予防事業 4,499 運動機能向上・口腔ケア・栄養改善の教室の開催

常設サロン事業委託 2,800
高齢者や子育て中の親などを対象に常設のサロンを開
設する：継続的な雇用対策

すこやか高齢者健康診査事業 2,709 後期高齢者医療該当の方への健康診査

高齢者はり・あんま助成等 1,614 はり・あんま代の助成、日常生活用具の支給等

15,000
単独では公共交通機関を利用困難な高齢者や重度障が
い者の方の送迎：継続的な雇用対策

重度障がい者（児）の医療費に対する助成重度障がい者（児）医療費助成 34,680

4,200 ４人目以降の幼児の保育料の無料化

障がい児放課後支援事業

農地あっせん事業 900 農地の売買・賃貸のあっせん

肥育素牛導入緊急対策事業補助
金 3,200

農地・水・環境保全向上対策に取り組む地区への助成

森林総合整備事業

5,120

地元育成の素牛購入に対する補助

5,021 町有林等の下刈りや除伐作業：緊急的な雇用対策

乳用雌牛増頭対策事業補助金 1,000 雌牛の生産確保のための人工授精への補助

肉用牛増頭対策事業補助金 4,000

介護タクシー事業委託

新産地・新技術開発促進事業補助
金 3,000 新しい農業技術等の導入・開発を図る農家等への補助

事　業　名 内　　容

豊か

農地・水・環境保全向上対策事業
負担金

母子保健事業

事　業　名 内　　容

安心

子ども手当支給事業 289,796

町内ごみの分別収集

中学生までの児童1人当たり月額13,000円の手当支給

1,333 消費者保護のための啓発活動の強化と相談窓口の充実

塵芥・資源ごみ収集運搬業務 34,816

22,579

特定健康診査等事業 11,700
４０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

脳ドック検査助成事業 3,600
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

中小企業振興特別貸付金 35,000 商工業者への貸付事業

障がい児保育事業補助金 3,600 障がい児保育を行う私立保育園への補助

多子世帯保育料軽減事業

消費者行政活性化事業

６５歳以上の単身世帯等への配食サービス

発達障がいを有する児童の早期発見のため定期健診時
等に専門知識を持った支援員を派遣する

農地制度実施円滑化事業 2,226 耕作放棄地解消のための相談員設置等

配食サービス事業 2,975

地域子育て支援センター事業 11,755 子育て支援センターの運営補助

1,176 障がい児の放課後支援

放課後児童クラブ利用負担軽減事
業補助金 2,880 放課後児童クラブの利用料の一部助成

発達障がい早期発見支援員派遣事
業 3,000

「のびのびランド」フォロー教室事業 2,501
発育・発達が心配される児童とその保護者を対象に育児
についての相談・支援を行う

地域子育て支援相談事業 580
子育て支援チームを組織し相談事業などを通じて子育て
への悩み・問題をもつ家庭の支援を行う

安心！ 

豊か！ 



（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額

防犯灯設置事業

3,600
不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するための
助成

消防団員の全員に、火災現場等での怪我防止のための
安全靴を配備

猿ヶ瀬排水路浚渫委託 400 猿ヶ瀬川上流の滞留土砂の撤去

防災行政無線戸別受信機（60台）の設置

地区集会所大規模改修事業 138,706

消防団員用安全靴整備

延長15ｍ以上の橋りょうの長寿命化計画の策定

環境対策（CO2削減）として省エネ効果の高い庁舎空調
設備の導入

6,279
コンビニでの町税等の収納業務の実施のための電子シ
ステムの整備

転倒防止のための床の改修

防災行政無線戸別受信機設置事業 2,568

橋りょう長寿命化計画策定委託 2,100

事　業　名 内　　容

肺がん検診委託 1,148

シーサイド富田浜地区の公園整備

地区集会所の大規模改修設計委託及び工事（１０館分）

地域公共交通会議委員報酬

老人福祉センター床改修工事 688

町営住宅火災警報器取付事業 7,977 町営住宅の全居住室への火災警報器の設置

コンビニ収納システム導入委託

9,190

2,457

16,191 潮香苑のし尿処理設備に関する定期点検・修繕

シーサイド富田浜公園整備事業 5,658

離乳食初期の乳児の保護者を対象に実習を含めた離
乳食教室を開催する

し尿処理施設定期オーバーホール

通学路等への防犯灯の設置

デジタルＸ線による肺がん検診の実施

94
コミュニティバスの運行も含めた町内の公共交通に関す
る検討会議

幼児フッ素塗布委託 621 1・2歳児を対象とした虫歯予防のためのフッ素塗布

100,000
口蹄疫に立ち向かう地域の活力を呼び戻し、地域経済
の活性化を図り、町民と町が元気になる施策を積極的
に講じるための基金の設置（財源は一般財源です。）

もぐもぐ教室（離乳食教室）の開催 93

平成２２年度　５月及び６月補正予算の主な事業

「元気に、安全に、安心して暮らせる豊かな新富町」
～「町民が主役」「町民と町の協働」「オンリーワン」のまちづくりを進めます～

事　業　名 内　　容

事　業　名 内　　容

鬼付女川周辺ボーリンググラウト工
事

5,698 鬼付女川周辺の地盤沈下対策

庁舎空調設備改修事業 79,066

18,000
町内外から寄せられた温かい義援金について、畜産農
家１戸あたり１０万円をお渡しします

口蹄疫対策地域活性化緊急支援商
品券発行事業補助金

25,480

口蹄疫防疫措置等の対策費 45,500 口蹄疫の消毒作業などの防疫対策経費

口蹄疫対策義援金

不妊治療費助成事業

口蹄疫で多大な影響を受けた地域経済の活性化を図る
ため、新富町商工会が行う、購入価格に25％の特典が
上乗せされた商品券発行事業への補助

口蹄疫に立ち向かうしんとみ元気基
金積立金

すこやか安心基金積立金 50,036 子育て支援に活用するための基金への追加積立て
子育て 

暮らし 
・ 
環境 

口蹄疫に 
立ち向かう！ 



（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額

施設園芸部会生産者大会運営補助
金

160
施設園芸に関する生産技術の向上のための研修等へ
の補助

新富町シンビジューム産地強化対
策事業補助金

508
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

自主文化事業委託 2,000 文化会館の開館10周年記念としての文化事業の実施

新田小中学校建設に伴う関連事業
（新田小学校分）

41,331

誘致企業等雇用奨励補助金 1,000
誘致企業に対する町内居住者の雇用促進のための補
助

校庭等の整備

各教室へのカーテン・ブラインドの設置

机・イス等備品の整備

事　業　名 内　　容

富田中学校建設に伴う関連事業 88,397

机・イス等備品の整備

事　業　名 内　　容

町道及び排水路改良維持費 247,342

葉タバコ等特用作物経営安定対策
事業補助金

1,600
畑作の大規模経営を行うための高性能機械の導入へ
の補助

道路の改良、舗装維持及び排水路整備等

農道整備事業 16,900

経営体育成交付金事業補助金 10,947 新規就農者及び経営拡大を図る農家への補助

農道コンクリート舗装及び生コンクリート・敷き砂利整備

米粉普及消費拡大事業補助金 1,581 米粉の普及・消費拡大活動への補助

水田等有効活用促進事業補助金 5,150
水田の有効活用のため裏作としての麦・なたねの資材
及び機械等への補助

講堂屋根の防水工事

富田小学校用地造成開発行為許可
申請業務

4,800 富田小学校の用地造成に関する開発行為関連業務

理科教育設備等備品購入

通学路歩道整備事業 26,816
通学時の安全確保のための歩道設置
（越馬場～五反田線）

6,500 各小中学校への理科教育用備品の充実

問題を抱える子ども等の自立支援
事業

401
不登校等の問題を抱える児童の早期発見・早期対応を
図るための指導員の配置

新田・上新田中学校講堂雨漏補修
工事

9,892

湯之宮座論梅周辺整備事業 22,059 座論梅周辺整備に伴う湯之宮地区集会所移設等

駐車場整備

部室棟、体育倉庫の建設

各教室へのカーテン・ブラインドの設置

西体育館大規模改修事業 2,997 大規模改修のための調査設計

相撲場テント設置工事 898 相撲場への日除け・雨対策テントの設置

水田農業特別対策事業補助金 7,938
転作、飼料稲の団地化及び集積、飼料用米への転換に
対する補助

東大谷地区排水路整備事業 12,879 東大谷池関連の排水整備に関する全体計画の策定

大渕排水機場ポンプエンジン点検
整備工事

8,000 排水ポンプエンジンの点検整備

産業の 
活性化 

教 育 
・ 

人づくり 



（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額

口蹄疫対策緊急雇用事業 13,286
口蹄疫によって離職または休職を余儀なくされた方や畜
産農家及び畜産関係者について緊急的な雇用を行う

保育所入所受付事務補助（緊急
雇用創出事業）

668
保育所入所受付等に関する事務補助業務：緊急的な雇
用対策

事　業　名 内　　容

上新田児童プール移設工事設計
委託

1,869
佐土原～木城線道路改修に伴う児童プール移設のため
の設計委託

1,000
新富町を元気にするための取り組みである「しんとみ夏
祭り」への補助

口蹄疫復興しんとみ応援のぼり
旗作製事業補助金

473
新富町の活性化を図り、新富町の「元気」を町内外にア
ピールするための「のぼり旗」の作製に対する補助

口蹄疫復興しんとみ物産品ＰＲ活
動事業補助金

300
口蹄疫から復興するための町の農畜産物等のＰＲ活動
への補助

飼料稲口蹄疫対策事業補助金 10,000

口蹄疫によって給餌させる家畜がいないため、既に作付
された飼料稲の刈取りによって過剰に飼料稲を抱える恐
れがあり、畜産農家に多大な負担が生じることが想定さ
れることから畜産農家等へ飼料稲の刈取りに関し補助を
行う

口蹄疫復興新富町特産品販売促
進事業補助金

3,945
口蹄疫からの復興をアピールするため、県内外のイベン
トに積極的に参加・企画し、本町特産品の販売促進を行
う

口蹄疫復興飲食店応援商品券発
行事業補助金

1,645
地域経済活性化の一環として町内の飲食店の利用促進
に取り組む30％のプレミアム付き商品券発行事業への
補助（販売額5,000千円：額面総額6,500千円）

口蹄疫埋却地周辺水質検査業務 280 埋却地周辺の井戸の水質検査

中小企業融資口蹄疫緊急対策貸
付金利子補給補助金

1,000
中小企業融資制度を利用し貸し付けを受ける事業者の
貸付利子の一部補給

口蹄疫復興しんとみ夏祭り運営
補助金

口蹄疫に立ち向かうしんとみ元気
基金積立金

45,150
口蹄疫復興のための施策を積極的に講じるための基金
の積立て

口蹄疫対策雇用調整助成金 10,759
口蹄疫の影響を受けた農場等に勤務する町民の雇用維
持及び再雇用促進のため当該従業員の給料の一部を助
成する

中小商業振興特別支援事業プレ
ミアム商品券発行事務費補助金

590
中小商業振興特別支援事業を活用したプレミアム商品
券発行事業に係る事務経費の補助

平成２２年度　８月及び９月補正予算の主な事業

「元気に、安全に、安心して暮らせる豊かな新富町」
～「町民が主役」「町民と町の協働」「オンリーワン」のまちづくりを進めます～

事　業　名 内　　容
口蹄疫 

復興に向けて 

子育て 



（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額

がんばる新富町応援基金積立金 2,000
新富町を応援しようと寄せられた寄付金の有効活用を図
るための基金積立て

佐土原～木城線工作物補償外

岩脇地区排水路用地測量外

九州４県対抗少年相撲大会補助
金

850
県内外から多くの参加者を募集し、町内の宿泊施設や飲
食業等の消費拡大、本町観光の情報発信等を目的に実
施される当少年相撲大会への補助

事　業　名 内　　容

新富町観光・食ガイドブック作製
事業補助金

1,550
新富町に足を運んでもらうことを目的に、本町の観光と
食を町内外にアピールするためのガイド本を作成する

上新田小学校耐力度調査委託 4,673
建て替えが必要な建物であるかの判定を行うための調
査委託

森林整備総合整備事業（緊急雇
用創出事業）

3,171 町有林等の下刈りや除伐作業：緊急的な雇用対策

農道舗装整備事業 6,904 農道への生コンクリートによる舗装整備

激甚地区生活道路舗装工事 1,000 激甚地区内の生活道路の舗装

事　業　名 内　　容

道路改良及び排水路整備事業 39,002

住所表示修正事務補助（緊急雇
用創出事業）

723
戸籍・住民基本台帳の整備に関する事務補助業務：緊
急的な雇用対策

町道等環境整備事業（緊急雇用
創出事業）

7,773
町道等の草刈りなどの環境整備作業：緊急的な雇
用対策

書庫整理事務補助（緊急雇用創
出事業）

1,209
書庫の整理・文書管理システムのデータ整備等の事務
補助：緊急的な雇用対策

町営住宅耐震診断委託 7,478
新富町建築物耐震改修促進計画で定めた耐震診断を要
する町営住宅に係る調査委託

公共施設維持管理事業（ふるさと
雇用再生事業）

2,100 公共施設等の維持管理事業：継続的な雇用対策

肺がん検診委託 1,148
本年度から実施しているデジタルX線による肺がん検診
の受診希望者の増加に対応する

新富町小規模福祉施設スプリン
クラー整備事業費補助金

2,520
国の補助制度を活用した消防設備（スプリンクラー）の整
備を行う福祉施設への補助

事　業　名 内　　容

インフルエンザ予防接種委託 5,384

新型インフルエンザワクチンが従来の季節性インフルエ
ンザワクチンに含めて接種されることから、従前の65歳
以上の方の接種費用の軽減（自己負担1,000円程度）に
加え、生活保護及び非課税世帯の予防接種費用の全額
を助成する

暮らし 
・ 
環境 

産業の 
活性化 

教 育 

・ 
人づくり 



（単位：千円）

予算額

口蹄疫対策家畜防疫強化対策事
業補助金

25,000
農場での防疫体制を強化するための消毒槽の設置
と動力噴霧機購入への補助

1,604
名古屋市で行われる「宮崎の大物産展」に出品し、
本町特産品を名古屋・中京地域にも積極的にア
ピールする

口蹄疫復興プレミアム商品券発
行特別支援事業委託（緊急雇用
創出事業）

1,004
新富町口蹄疫復興支援事業実行委員会が行うプレ
ミアム商品券発行に関する事務補助：緊急的な雇
用対策

口蹄疫広報誌及び記録誌発行事
業

1,274

口蹄疫に関する経過等を町民へ報告するための広
報誌の発行（「広報しんとみ」口蹄疫特集号の発
行）及び、今回の口蹄疫について後世への教訓と
するため、防疫対策や関係団体との連携、復興対
策等に関する記録誌を発行する

口蹄疫復興地域活性化イベント
事業補助金

221
新富町口蹄疫復興支援事業実行委員会が行う町
内物産フェアー等の地域活性化イベントへの補助

口蹄疫復興耕種転換支援事業補
助金

3,000
畜産経営からの転換及び畜産経営が軌道に乗るま
での畑作生産に係る資材等への補助

みやざきの花産地パワーアップ推
進事業補助金

400
口蹄疫の風評被害によって、シンビジュームの山上
げ経費が増加したことに対する補助

口蹄疫復興新富町特産品販売促
進事業補助金

口蹄疫復興乳用素牛導入対策事
業補助金

5,000
1頭50万円以上の妊娠牛の導入に係る補助
（上限：１頭5万円、１戸10頭まで）

口蹄疫復興優良繁殖豚導入対策
事業補助金

450
特定疾病の清浄性が確認された母豚・種豚の導入
に係る補助
（上限：１頭1万円、１戸15頭まで）

口蹄疫復興優良繁殖雌牛導入対
策事業補助金

25,000
1頭50万円以上の優良雌牛の導入に係る補助
（上限：１頭5万円、１戸10頭まで）

口蹄疫復興肥育素牛導入対策事
業補助金

6,000
肥育素牛としての子牛の導入に係る補助
（上限：和牛・１頭1万円、１戸50頭まで　F1及び乳
肥・1頭5千円、1戸100頭まで）

新富町自衛防疫推進協議会補助
金

4,200
農場、店舗等での防疫対策を推進するための消毒
薬等の配布

口蹄疫対策家畜防疫指導事業 800
農場での防疫作業が安心・安全に行われるよう町
内獣医師による巡回指導を行う

平成２２年度　１０月～１２月補正予算の主な事業

「元気に、安全に、安心して暮らせる豊かな新富町」
～「町民が主役」「町民と町の協働」「オンリーワン」のまちづくりを進めます～

事　業　名 内　　容

口蹄疫に立ち向かうしんとみ元気
基金積立金

20,465
口蹄疫被害への支援のため町内外から寄せられた
温かい義援金とふるさと納税の当基金への積立て

口蹄疫 

復興に向けて 



（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額

役場及び文化会館周辺の駐車場確保のための排
水対策

体育施設用備品購入 1,144 体育施設の各種備品購入

がんばる新富町応援基金積立金 160
新富町を応援しようと寄せられた寄付金の有効活
用を図るための基金積立て（ふるさと納税分）

果樹ブランド力向上産地戦略推
進事業補助金

457
完熟マンゴー「太陽のたまご」のブランド産地確立を
目的に、品質維持のための非破壊式糖度計購入へ
の補助

百足塚古墳埴輪公開事業 250
百足塚古墳から出土した埴輪を文化会館にて展
示・公開する

生涯学習複合施設等に関する基本計画の策定

農道等点検パトロール事業（緊急
雇用創出事業）

5,348 農道等の点検・パトロール作業：緊急的な雇用対策

事　業　名 内　　容

生涯学習複合施設建設基本計画
策定委託

5,000

28,672
経営拡大を図る農家への営農機械購入等に関する
補助

道路維持工事 2,845 道路維持のための工事費

農道舗装事業 3,410 生コンクリートによる農道舗装整備

経営体育成交付金事業補助金

文化財資料整理事業（緊急雇用
創出事業）

501
文化財等の資料整理業務（雇用人数の増）：緊急的
な雇用対策

事　業　名 内　　容

栗野田地区排水管布設工事 6,360

航空機騒音目視調査業務（緊急
雇用創出事業）

1,592
新田原基地の航空機離着陸について、回数及び騒
音の計測を行う：緊急的な雇用対策

松くい虫被害樹木伐倒駆除委託 3,194
富田浜周辺の防潮林において、松くい虫被害を防
ぐため被害樹木の伐倒消毒を行う

西都医師会病院助成金 13,685 １次救急医療体制の維持のための助成

インフルエンザワクチン接種費用
助成

1,221
医療機関ごとに接種費用を設定することとなったた
めに委託契約ができない宮崎市医師会の利用者
へ、ワクチン接種費用を還付する

事　業　名 内　　容

自立支援介護・訓練等給付費 18,388
非課税世帯の利用料が無料になったことによる給
付費の増加

暮らし 
・ 
環境 

産業の 
活性化 

教 育 

・ 
人づくり 



（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額

平成２２年度　１月～３月補正予算の主な事業

「元気に、安全に、安心して暮らせる豊かな新富町」
～「町民が主役」「町民と町の協働」「オンリーワン」のまちづくりを進めます～

事　業　名 内　　容

口蹄疫に立ち向かうしんとみ元
気基金積立金

50,000
口蹄疫復興のための施策を積極的に講じるための基金へ
の積立て

鳥インフルエンザ対策（新富町
自衛防疫推進協議会補助金外）

6,318
鳥インフルエンザ防疫関連費用（臨時区長会、消毒ポイン
ト設置、防疫資材等）

一村一祭魅力創出アピール事
業補助金

300
口蹄疫からの復興と座論梅うめ祭りをアピールするための
事業（町観光協会へ）

みやざき農業振興基金利子補
給補助金

210 口蹄疫からの経営再開に関する貸付の利子補給補助

事　業　名 内　　容

すこやか安心基金積立金 7,500 子育て支援に活用するための基金への積立て

ヒブワクチン及び小児用肺炎球
菌ワクチン接種委託

484

ヒブ（インフルエンザｂ型菌）感染及び肺炎球菌感染による
細菌性髄膜炎等の予防のためのワクチン接種を保護者負
担なしで行う（次年度対象外となる現4歳児を先行接種対象
とする）
【現在、厚生労働省の指示により接種を見合わせておりま
す】

要援護者等相談支援充実事業
（公用車購入）

1,200 自殺対策等の要援護者訪問のための公用車購入

事　業　名 内　　容

新富町住民生活に光をそそぐ基
金積立金

17,891

自殺対策等の相談支援の充実（要援護者等相談支援充実
事業）及び、学校図書と公民館図書の連携による図書環境
の充実（町内図書施設ネットワーク化推進事業）に関する
基金の設置

松くい虫被害樹木伐倒駆除委託 2,000
富田浜周辺の防潮林において、松くい虫被害を防ぐため被
害樹木の伐倒焼却を行う（追加）

事　業　名 内　　容

公共施設等整備基金積立金 150,000

事　業　名 内　　容

新田小中学校建設事業 43,000 中学校棟建設費

町体育館照明施設改修事業 2,371 老朽化した照明制御システムの改修

子宮頸がんワクチン接種委託 1,594

ヒトパピローマウイルス感染による子宮頸がんの予防のた
めのワクチン接種を保護者負担なしで行う（次年度対象外
となる現高校1年生を先行接種対象とする）
【現在、ワクチン不足により接種を見合わせております。希
望される方には予約を受け付けております。】

公共施設の整備のための基金への積立て

役場来客用駐輪場等整備事業 710
役場来客者用の屋根付き駐輪場（玄関横）と通路の雨除け
施設の設置

文化会館音響施設更新事業 7,029 老朽化した音響操作卓をデジタル式へ更新する

町道補修事業 9,300 路肩補修（２路線）

新田小学校屋外灯設置事業 741 校庭への屋外灯の設置

各種イベント活性化促進事業

25,900 幹線農道のコンクリート舗装工事(１２路線）

町内図書施設ネットワーク化推
進事業（システム導入）

9,420
学校図書と公民館図書の連携を図るための図書管理シス
テムの導入

文化会館駐車場整備事業 5,884 文化会館西側敷地への駐車場整備

2,813
各種イベント活性化のための広報用Ａ１プリンター及び印
刷機、屋外用机等の購入

西体育館大規模改修事業 5,435 西体育館大規模改修のための実施設計

農業振興基金積立金 50,000
農業復興のための施策を積極的に講じるための基金への
積立て

町道等排水整備事業 31,400 排水路新設（５路線）

幹線農道整備事業

口蹄疫・鳥イ
ンフルエンザ 

復興に向けて 

子育て 

暮らし 
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環境 

産業の 
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