
（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額

口蹄疫関連貸付金利子補給補助金 6,355
口蹄疫の被害を受けた畜産農家や中小企業への貸付
の利子補給補助

農家戸別補償制度の円滑な実施に向けた作付状況の
調査業務

自治公民館補助金

農地・水・環境保全向上対策に取り組む地区への助成

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

水道配水管布設工事外 41,301 水道配水管改修等

3,843農家戸別所得補償現地調査事業

31,640

中小企業振興特別貸付金 35,000

町道及び排水路改良維持費 443,153

農地制度実施円滑化事業

九州各県対抗少年相撲大会補助金 2,000

転作、飼料稲の団地化及び集積、飼料用米への転換
に対する町単独の補助

農地・水・環境保全向上対策事業負担金 5,112

事　業　名 内　　容

道路の改良、舗装維持及び排水路整備等

地区集会所の大規模改修設計委託及び工事

町民が自主的に行うまちづくり活動への補助まちづくり補助金 13,000

自治公民館活動に対する補助金

地区集会所大規模改修事業

平成２３年度　当初予算の主な事業

「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～

奨学資金貸付 11,280 奨学資金の貸与

14,763 各小中学校に学力向上支援ための補助教員を配置

3,632 口蹄疫埋却地の草刈り費用等に関する補助

電子黒板の導入（新田小、上新田小、追分分校）

435,323

事　業　名 内　　容
口蹄疫復興優良繁殖雌牛及び繁殖
豚導入対策事業補助金

13,450
1頭50万円以上の優良雌牛及び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

幼稚園就園奨励補助事業 10,024

1,000
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

口蹄疫埋却地管理支援事業補助金

口蹄疫及び鳥インフルエンザ埋却地周辺の地下水の
水質検査

幼稚園に通う世帯への子育て支援のための補助

新田中学校校舎建設、太陽光発電設備の設置、校庭
等の整備、各教室へのカーテン・ブラインドの設置、机
等備品の整備など

就学援助費

事　業　名 内　　容

12,273

学校図書室と公民館図書室の連携と図書司書の設置
により図書環境の充実を図る

各小中学校の学校図書室図書の整理分類を行う

電子黒板付デジタルテレビ整備事業

口蹄疫対策雇用調整助成金 1,800
口蹄疫の影響を受けた農場等に勤務する町民の雇用
維持のため当該従業員の給料の一部を助成する

口蹄疫復興耕種転換支援事業補助金

図書環境連携充実事業 6,448

新田小・中学校建設事業外

15,035

埋却地周辺水質検査 441

農地等環境保全のための町独自で行う補助

113,645 藤山溜池の機能回復のための浚渫工事

2,182 耕作放棄地解消のための相談員設置等

藤山溜池整備事業

1,500

活力ある新富をつくるため、各産業及び地域を活性化
させようと活動する団体を支援するための補助

しんとみアピール推進事業補助金

町内の飲食業等の消費拡大、本町観光の情報発信等
を目的に実施する当少年相撲大会への補助

商工業者への貸付事業

1,000

弓道場建築事業

日置運動広場トイレ整備事業

農道舗装事業

1,772

新富町農地・水環境保全事業補助金

新田原古墳群記念物保存修理事業

町内図書施設ネットワーク化推進事
業

4,829

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

12,017 百足塚古墳周辺整備に係る敷地造成工事など

湯之宮座論梅周辺整備事業

81,258

学力向上支援事業

水田農業特別対策事業補助金 8,000

10,000 農道のコンクリート舗装

3,448
百足塚古墳からの出土品について、国の重要文化財
への指定に向けた資料整理を行う

重要文化財整理活用事業

1,500
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

やっど新富活力ある地域づくり推進
事業補助金

弓道場建築に係る設計委託

16,085 座論梅周辺整備に伴うトイレ設置工事等

16,322 日置運動広場へのトイレ設置工事

産業の 
活性化 

教育 
・ 

人づくり 

口蹄疫・鳥イ
ンフルエンザ 
復興に向けて 



（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額

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

すこやか高齢者健康診査事業 3,477

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

4,499 運動機能向上・口腔ケア・栄養改善の教室の開催

総合窓口開設に伴う窓口機能充実整備 14,072

57,396

特定高齢者通所型介護予防事業

町営住宅階段室改修及び地上デジ
タル放送設備設置事業

特定健康診査等事業 12,600

上新田児童プール建築事業 43,615 佐土原～木城線改修工事に伴う移設

ブックスタート事業

すこやか安心基金積立金 80,000

10,095

11,755

障がい児保育事業補助金 3,600

中層耐火構造住宅の階段室の安全施設等の改修、地
上デジタル放送対応のための改修

子ども育成指導者養成事業

庁舎及び町体育館耐震診断業務

子育て支援を積極的に行うための基金の追加積立て

コミュニティバス運行に関する実証実験

病児・病後児保育調査検討事業 病児・病後児保育の実施検討業務

乳幼児・児童生徒医療費助成 68,271

10,889放課後こども教室・児童クラブ事業

1,024

来庁者の利便性向上のための窓口機能の充実整備

コミュニティバス実証実験事業 2,944

26,811

庁舎及び町体育館の耐震診断委託

ひとり親家庭医療費助成 7,293 ひとり親家庭の医療費への助成

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

乳児健診時に読み聞かせや絵本等を配布し乳幼児期
の読書機会の提供を行う

各乳幼児健診・妊婦健診費用の１４回分助成

34,698 合併浄化槽の設置に対する補助

9,632 防犯灯設置工事

し尿処理費 110,769 し尿処理施設の運転及び維持管理の経費

防犯灯設置事業
浄化槽設置整備事業補助金

航空機騒音観測装置の購入

健康増進・疾病予防事業

介護タクシー事業委託

消防団新入団員加入促進活動報償

要援護者等相談支援充実事業

340

各種がん検診、一般健診委託、予防接種委託、結核健
診委託等

後期高齢者医療該当の方への健康診査

脳ドック検査助成事業 3,600

障がい者（知的・精神）の日常生活訓練等のための自
立支援センターを開設する二事業者への事業委託

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

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

常設サロン事業委託 3,359
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

航空機騒音観測装置整備事業 11,307

多子世帯保育料軽減事業

庁舎太陽光発電設備設置事業

障がい者自立・相談支援センター事
業委託

航空機騒音目視調査事業 12,099

母子保健事業 23,216

8,000

事　業　名 内　　容

光熱費節減と温室効果ガス排出削減のための太陽光
発電設備の設置

1,250

34,344

1,776 湖水ヶ池公園の整備のための測量設計委託

7,200 不妊治療費の一部助成

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【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。】

中学校３年生以下の児童の医療費への助成

35,427

4,690 ４人目以降の幼児の保育料の無料化

小学生の放課後活動の支援、障がい児の放課後支援

防災行政無線費

自殺対策等相談体制の充実のための相談員の設置

高齢者いきいき健康事業 6,050 ６５歳以上の方の無料がん健診（乳がん検診を除く）

6,366 防災行政無線の設置及び維持管理

湖水ヶ池公園整備事業

2,119

1,100
子どもの健全育成のため、和太鼓・そば打ち・ニュース
ポーツなどの教室を開催する

子どもと一緒に映画鑑賞事業

地域子育て支援センター事業

消防団員確保のための加入促進活動への支援

子育て支援センターの運営補助

障がい児保育を行う私立保育園への補助

子宮頸がんワクチン接種委託 15,828

196

不妊治療費助成事業

1,131
発達障害を有する児童の早期発見など町内全保育施
設・幼稚園へ専門知識を持った支援員を派遣する

子ども手当支給事業

24,873
ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワ
クチン接種委託

298,744
３歳未満児1人当たり月額20,000円、中学生までの児童
1人当たり月額13,000円の手当支給
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【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】

事　業　名 内　　容

子どもいきいき教室事業

はじめてのクラシック体験事業 2,150
情操教育の場として乳幼児期でも鑑賞できる音楽会を
開催する

各小学校区において親子で映画鑑賞ができる機会を
提供する

子育て 

暮らし 

・ 
環境 



（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

20,540
地域経済の活性化と東日本大震災への支援を目
的に新富町商工会が行う商品券発行事業への補
助

8,500
野鳥が鶏舎に侵入することを防止するための防鳥
ネット整備に対する補助

平成２３年度　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

口蹄疫復興及び東日本大震災
支援プレミアム商品券発行事業
補助金

鳥インフルエンザ防疫強化対策
消毒機器導入事業補助金

3,800
ウイルスが鶏舎に侵入することを防止するための
鶏舎出入口用消毒機器導入への補助

事　業　名 内　　容

避難施設等海抜表示事業 3,646
防災対策としての避難施設等の海抜測量及び表
示看板の設置

災害対策用資材等備蓄事業 3,410 災害時の対応としての毛布及び非常食の備蓄

無線放送受信機無料貸与対象
の拡充

2,190
無線放送受信機の無料貸与対象を事務所及び事
業所に拡大

防災用備蓄倉庫兼車庫建設事
業

500 防災備蓄品の倉庫と公用車車庫の設計委託

事　業　名 内　　容

東日本大震災に伴う災害見舞金 3,000
東児湯５町が東日本大震災の被災地へ共同で災
害見舞金を送る

事　業　名 内　　容

ことばの教室開催事業 450
言語の発達に不安がある幼児を対象に「ことばの
教室」を開催する

東日本大震災しんとみ支援隊補
助金

5,000
東日本大震災の被災地での炊き出し等のボラン
ティア活動への支援

口蹄疫復興稲わら利用供給体
制整備事業補助金

9,515
飼料の供給体制を確立するための飼料稲収穫機
等導入への補助

鳥インフルエンザ防疫強化対策
防鳥ネット整備事業補助金

口蹄疫・鳥イ
ンフルエンザ 

復興に向けて 

防災対策 

東日本大震災 
支援 

子育て 



（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額

405 小中学生の生徒指導のための指導員の配置

事　業　名 内　　容

西体育館大規模改修事業

地域づくりアドバイザー事業 223
地域づくりに関するアドバイザーを招き商店街の
活性化を図る

がんばる新富町応援基金積立
金

2,031
新富町を応援しようと寄せられた寄付金及びしん
とみ化粧水どんぐりの収益金の有効活用を図るた
めの基金積立て

総合文化公園周辺まちづくり基
本構想策定事業

2,310
総合文化公園周辺のまちづくりに関する基本構想
の策定

生徒指導・進路指導総合推進事
業

大規模担い手育成等コスト低減
対策事業補助金

内　　容

4,465
作付面積が増加すると見込まれる「そば」の乾燥
機等導入への補助

挑戦！みやざき施設園芸産地改
革事業補助金

2,484
省エネと病害予防のための施設園芸用循環扇導
入への補助

99,212
西体育館の大規模改修及び太陽光発電設備の設
置

環境対応公用車購入 4,350 環境に配慮した公用車の購入

事　業　名

特用作物生産力向上サポート事
業補助金

3,200
畑作の大規模経営を行うための高性能機械（甘
しょ収穫機）の導入への補助

庁舎町民相談室改修及び庁舎
太陽光発電設備設置事業

9,990
相談者のプライバシー保護のための町民相談室の設
置及び太陽光発電の発電量を向上させるための事業
費の追加（発電量：20Kから30Kへ変更）

町営住宅明渡訴訟業務 1,336
長期滞納者等への町営住宅明渡しのための訴訟
経費

大腸がん４０歳以上節目無料健
診

207
４０歳以上の方で５歳毎の節目の大腸がん検診を
無料で行う

介護基盤緊急整備等特例基金
事業補助金

3,651
消防設備の整備を予定している老人福祉施設へ
の補助

事　業　名 内　　容

教育 
・ 

人づくり 

暮らし 

・ 
環境 

産業の 
活性化 



（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額

平成２３年度　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

無線放送瞬時警報システム設置
工事及びメール配信システム改
修委託

16,569
自然災害などの緊急情報を町民に直接瞬時に防
災行政無線で伝達するシステムの構築及び一斉
メール配信のためのシステム改修

地域支え合い体制づくり事業委
託

5,000
一人暮らし高齢者等の要援護者に関する災害時
の安否確認作業など地域福祉活動を支援するた
めの避難情報システムの構築

事　業　名 内　　容

プレミアム商品券発行事業補助
金

20,540
地域経済の活性化と東日本大震災への支援を目
的に新富町商工会が行うプレミアム付き商品券発
行事業への補助

飲食店応援商品券発行事業補
助金

1,635
地域経済の活性化を目的に行われる町内の飲食
店の利用促進のためのプレミアム付き商品券発行
事業への補助

鳥インフルエンザ復興支援環境
対策事業補助金

3,500
悪臭や害虫の発生防止を目的に鶏糞を分解する
有用菌を含んだ繊維状木材を鶏舎内に敷き込む
ための補助

口蹄疫及び鳥インフルエンザ埋
却地管理支援事業補助金

1,115 埋却地の草刈り等への補助

2,100
地区の各行事で使用する放送機材等の整備への
補助

事　業　名 内　　容

子どもの読書ふれあい事業（安
心こども基金）

1,601
児童が本に親しめる環境を提供するための図書
整備

一般コミュニティ助成事業

教育 
・ 

人づくり 

口蹄疫・鳥イ
ンフルエンザ 

復興に向けて 

防災対策 



（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額

500
高齢者や子育て中の親などを対象に仲間づくりや異世
代交流を行い人と人とを結ぶふれあいの場を提供す
る：高齢者等運動機能維持・向上器具の購入

事　業　名 内　　容

消防団第7部機庫敷地内

防火水槽スラブ工事 1,053 既存の防火水槽へのコンクリート製蓋の設置

農地・水保全管理支払事業負担
金

1,177
農地環境保全のため水路整備を行う地区への負
担金

森林整備総合整備事業（緊急雇
用創出）

2,413 町有林等の下刈りや除伐作業

電気自動車購入 4,214 環境に配慮した公用車（電気自動車）の購入

事　業　名 内　　容

町道改修・改良事業 22,745 道路の改良、舗装整備等

生活道路舗装工事 1,746 生活道路の舗装

環境保全型農業直接支払交付
金事業補助金

80
環境保全効果が高い有機農業等への取り組みに
関する補助

野菜産地経営安定強化支援事
業補助金

655
農家の経営安定化を目的とした価格補てんのため
の基金事業への補助

富田漁港機能保全計画策定負
担金

新富町観光資源開発事業委託 1,160
観光振興や地域資源の開発などの事業委託：広
告経費等の追加

西都児湯医療センター助成金 14,358 １次救急医療体制維持のための助成

介護基盤緊急整備等特例基金
事業補助金

2,106
消防施設（スプリンクラー）の整備を予定している
老人福祉施設への補助

障がい者自立・相談支援セン
ター事業委託

2,620
障がい者（知的・精神）の日常生活訓練等のための自
立支援センターを開設する二事業者への事業委託：支
援員、車両のリース料、消耗品等の追加

常設サロン事業委託

宮崎県環境整備公社貸付金 2,023
ゴミ処理施設の浸出水調整池補強工事に係る追
加貸付

消防団員等公務災害補償等負
担金

6,134
東日本大震災に伴う被災団員への補償のための
臨時負担

誘致企業工場等用地取得補助
金

30,220
誘致企業認定を受けた企業への工場用地取得費
の補助

防火水槽設置工事 6,045

750 県が策定する富田漁港の整備計画への負担金

温泉センター改修工事 2,750 脱衣室の排煙窓改修等

暮らし 

・ 
環境 

産業の 
活性化 



（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

高品質マンゴーの安定供給のための温度調整用
ヒートポンプ等の購入への補助

道路の改良、舗装補修、維持工事、排水対策等

松くい虫被害樹木伐倒駆除委託

葉たばこ転換作物支援対策事
業補助金

3,250
葉たばこ生産から他の作物への転換のための種
苗代等への補助

スカイパーク基本構想策定業務
委託

11,529
新田原基地を観光資源として捉え、県内外からの
観光客の増加と地域経済の活性化を図るための
基本構想の策定

果樹ブランド力向上サポート事
業補助金

5,643

5,123
経年や潮風を受ける環境によって劣化した受電設
備の改修

福祉関係医療費助成 4,638
重度障がい者（児）医療費助成、ひとり親家庭医
療費助成、乳幼児医療費助成

事　業　名 内　　容

町道改良・維持工事 129,136

事　業　名 内　　容

文化公園中央広場トイレ浄化槽
改修事業

14,400 トイレ浄化槽の処理能力向上のための改修

新田小・中学校外構整備事業 12,579 新田小・中学校の校庭等の整備

学校図書蔵書整備事業

平成２３年度　１０月及び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

防災行政無線屋外子局モーター
サイレン取替工事

722
町営牧場に設置しているモーターサイレンの取替
え

1,400
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

新田テニス広場ネット支柱取替
工事

事　業　名

5,048 各中学校図書室の蔵書整備

1,164 老朽化したテニス用ネット支柱の取替え

富田浜公園プール高圧受電設
備改修事業

内　　容

教育 
・ 

人づくり 

防災対策 

暮らし 

・ 
環境 

産業の 
活性化 



（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額事　業　名 内　　容

公共施設等整備基金積立金 50,000 公共施設の整備のための基金への積立て

すこやか安心基金積立金 24,651
子育て支援を積極的に行うための基金への積立
て

松くい虫被害樹木伐倒駆除委託 1,647
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

事　業　名 内　　容

平成２３年度　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～

暮らし 

・ 

環境 

産業の 
活性化 


