
（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額

湯之宮座論周辺及び新田
原古墳群周辺整備事業

49,148
座論梅周辺の多目的広場等及び新田原古墳群周辺
のトイレ等の整備

放課後こども教室・児童クラブ事業 14,305 小学生の放課後活動の支援、障がい児の放課後支援

子ども会県外宿泊体験事業 303
児童生徒の健全育成のため県外で子ども会の宿泊
体験をで行う

指導主事配置 8,592
町教育委員会に県教育委員会から教員を派遣して
もらい指導主事を配置する

奨学資金貸付 10,200 奨学資金の貸与

富田小学校講堂用地造成事業 55,066 講堂用地の造成
旧追分分校校区児童送迎
業務委託

1,680
追分分校の富田小学校本校への統合に伴う児童の
送迎

読書環境整備事業 6,085 図書の購入と図書支援員の配置による読書環境の整備

町内図書施設ネットワーク
化推進事業

5,877
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

水道配水管布設工事外 56,247 水道配水管布設替え等

事　業　名 内　　容

読書環境整備基金積立金 81,373 読書環境の整備に関する基金の新規積立て

防犯灯設置事業 8,396 防犯灯設置工事
町営住宅屋根改修及び外壁・
ベランダ手摺等改修事業

40,773
栗野田団地Ｂ棟の屋根の改修及び宮ケ平団地Ａ棟
の外壁・ベランダ手摺・階段室の改修

まちづくり補助金 13,000 町民が自主的に行うまちづくり活動への補助
コミュニティバス実証実験事業 1,831 コミュニティバス運行に関する実証実験

地区集会所大規模改修事業 87,758 地区集会所の大規模改修設計委託及び工事
自治公民館補助金 31,640 自治公民館活動に対する補助金

防災士資格試験受験料 240 防災士の養成
女性消防団員用制服整備 185 女性消防団員の募集に伴う制服の整備

木造住宅耐震改修事業補
助金

1,500
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

消防団火災等出動費用弁
償単価の増額

1,614
火災等出動時の費用弁償の増額
（2,000円から3,000円へ増額）

防災用資材整備事業 5,066 自主防災組織への防災用資材の配備
ハザードマップ作成事業 2,526 大規模な津波を想定したハザードマップの作成

町道・排水路改良維持費 557,620 道路の改良、舗装維持及び排水路整備等

太陽光発電設備設置補助金 4,500
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（発電量4ＫＷ当たり最大12万円）

埋却地周辺水質検査 294
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

事　業　名 内　　容

有線ラジオ放送施設整備事業 869,165
町内に光ファイバー網を整備し災害時の緊急情報や
行政情報を提供する

地域観光支援事業補助金 1,000
口蹄疫からの復興のための地域観光再生に関する
補助（エイサーフェスティバルの開催）

埋却地管理支援事業補助金 1,139
口蹄疫及び鳥インフルエンザ埋却地の草刈り費用等
に関する補助

口蹄疫関連貸付金利子補
給補助金

10,820
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

家畜伝染病防疫対策事業
補助金

4,000 畜産及び養鶏農家への消毒薬の配付

平成２４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～

事　業　名 内　　容

口蹄疫復興優良繁殖雌牛
導入対策事業補助金

5,000
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）

暮らし 
・ 

環 境 

教育・文化 
 

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

誘致企業工場等用地取得
補助金

9,000
町内への誘致により工場等を新設した企業への用
地取得費の補助

誘致企業等雇用奨励補助
金

2,000
誘致企業に対する町内居住者の雇用促進のための
補助

藤山溜池整備事業 42,416 藤山溜池の機能回復のための土砂留工事

農地・水管理支払事業負担金 6,289 農地・水・環境保全向上対策に取り組む地区への助成

そば種子確保緊急対策事
業補助金

400
平成23年度が記録的な不作となったため次年度用
の作付の種子を確保するための補助

農道舗装事業 10,000 農道のコンクリート舗装

戸別所得補償経営安定推
進事業

890
集落での話し合いによって地域の中心となる経営体
を定め農地の集積を円滑に進めるための地域農業
マスタープランを作成する

水田農業特別対策事業補
助金

11,789
転作、米粉用米・飼料用米への転換に対する町単独
の補助

施設園芸病害虫緊急対策
事業補助金

11,232
ビニールハウス内への病害虫の侵入を防ぐためのタ
イベックシートや防虫ネットの整備に対する補助

有害鳥獣捕獲班活動支援
事業補助金

1,106
有害鳥獣による農作物被害の軽減を図るため町内
をパトロールする巡回員を配置する

湖水ヶ池公園トイレ建設事業 13,907 湖水ヶ池公園のトイレ整備

事　業　名 内　　容

スカイパーク基本計画策定委託 9,470
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
計画の策定

特定健康診査等事業 12,600
４０歳～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 3,474 後期高齢者医療該当の方への健康診査

通所型介護予防事業 3,811 運動機能向上・口腔ケア・栄養改善の教室の開催

健康増進・疾病予防事業 53,938 各種がん検診、予防接種委託、一般・結核健診委託等

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）

ひとり親家庭医療費助成 11,573 ひとり親家庭の医療費への助成

母子保健事業 22,770 各乳幼児健診・妊婦健診費用の１４回分助成

乳幼児・児童生徒医療費助成 70,135 中学校３年生以下の児童の医療費への助成

重度障がい者（児）医療費助成 36,000 重度障がい者（児）の医療費に対する助成

地域活動支援センターⅠ型
事業委託

6,000
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

介護手当支給 4,440
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（支給要件を緩和し対象者を拡大する）

寝たきり老人おむつ支給 4,620
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（支給要件を緩和し対象者を拡大、更に月額
5,000円分に増額する）

子宮頸がんワクチン接種委
託

6,217
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

不妊治療費助成事業 4,000 不妊治療費の一部助成

ヒブワクチン及び小児用肺
炎球菌ワクチン接種委託

26,285
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

児童手当支給事業 297,280
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

病後児保育事業補助金 667
児童が病気の回復期にあって保育所に通園できず、
保護者も仕事等によって看護できない場合の保育を
行う保育施設への補助

事　業　名 内　　容

健康 
・ 
福祉 

産業 

・ 

経済 



（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額

消火栓設置工事負担金 738 町内２か所の新たな消火栓の設置工事

道路維持工事 3,000 道路維持補修と排水維持補修工事費

防火水槽撤去工事 2,114 町内３か所の使用されていない防火水槽の撤去

緊急雇用創出事業 1,780 町税滞納者の町外転出追跡実態調査

太陽光発電設備設置補助金 4,500
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（発電量１ｋｗ当たり最大３万円）

コミュニティ助成事業 1,085 消防団の消防用備品購入

コミュニティ助成事業 2,002 自主防災組織への防災用資材の配備

コミュニティ助成事業 400 幼年消防活動用資器材（鼓笛）購入への助成

町道及び排水路整備事業 36,000
新馬場～上城元線舗装補修、樋之元線道路改良、
末永～鬼付女線流末排水路整備事業

交通安全フェンス設置工事 1,413 交通安全のためのフェンス設置工事

コミュニティバス実証実験事
業

3,784 コミュニティバス運行に関する実証実験

事　業　名 内　　容

新富町庁舎改修工事実施設
計業務委託

15,720 新富町庁舎改修工事実施設計業務

事　業　名 内　　容

議会改革検討会 165 議会改革に関する講師の招聘

東日本大震災しんとみ支援
隊補助金

3,500
東日本大震災の被災地で新富町産野菜を販売し売
上金を義援金として寄付

平成２４年度　６月補正及び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

暮らし 
・ 

環 境 

東日本  
大震災支援 

議 会 



（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額

がんばる農家収益向上整備
事業補助金

8,400
戦略作物作付地への暗きょ排水設置工事及び生産
基盤整備事業への補助

県単土地改良事業補助金 3,600 金丸幹線用水除塵スクリーン設置事業への補助

農業経営多角化整備支援事
業補助金

933 ６次産業化の取り組みへの補助

新富町茶園病害虫防除事業
補助金

3,120 お茶農家の病害虫防除対策事業への補助

地域の担い手への農地集積に対し協力をした農地
所有者への協力金支給事業

ネクスト！みやざきエコ施設
園芸産地拡大事業補助金

3,376 施設園芸農家の省エネルギー対策事業への補助

青年就農給付金 3,760
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

農地利用集積加速化事業農
地集積協力金

11,150

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

地域商工業等経済復興支援
事業補助金

1,500
新富町商業協同組合が行う商店街活性化事業への
補助

1,500
新富町商工会が行う景品付き歳末大売り出し事業
への補助

事　業　名 内　　容

特用作物生産力向上サポー
ト事業補助金

1,280

男女共同参画推進事業 656 新富町男女共同参画計画の策定

問題を抱える子ども等の自
立支援事業

185
富田小学校へ自立支援指導員の配置を行う事業へ
の助成

事　業　名 内　　容

がんばる新富町応援基金積
立金

1,280
新富町を応援しようと寄せられた寄附金（一般寄附１
件、ふるさと納税３件）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

予防接種（個別）委託 7,560
ポリオ定期接種が生ワクチンから不活化ワクチンに
移行することに伴う業務

成年後見制度利用支援事業 1,050
成年後見制度利用者への申請費用、報酬費用の助
成

事　業　名 内　　容

視覚障がい者用音声録音機
材購入

422
ボランティア団体が行う視覚障がい者のための音声
録音に必要な機材の導入

平成２４年度　６月補正及び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～

健康・福祉 

教育・文化 
人づくり 

産業 
・ 
経済 



（単位：千円）

予算額

比良線道路改良工事

越馬場～野中線舗装補修工事

東畦原～北畦原線道路改良工事

大渕～川原線道路改良工事

仲伏地区排水路整備工事

岡馬１号線実施設計

舟津線実施設計

円明寺線実施設計

永牟田線実施設計

横江１号線排水整備実施設計

樋之元線用地測量

（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額

障がい者虐待防止緊急
一時保護業務

127
障がい者虐待防止のため一時保護施設
への短期入所

事　業　名 内　　容

新富町障がい者計画策
定業務

2,146 障がい者計画の策定業務委託外

富田中学校吹奏楽部楽
器整備事業

5,667 富田中学校吹奏楽部の楽器整備外

文化会館西側駐車場測
量設計

4,033 文化会館西側駐車場の測量設計外

ドクターヘリ場外離着陸
場案内板設置工事

141
文化公園、富田浜公園、新田球場、上新
田球場への看板設置

事　業　名 内　　容

運動広場整備工事外 3,278 町内３球場の内野グランド整備工事外

町道整備事業 55,602

湖水ヶ池公園整備工事 13,106 湖水ヶ池公園整備工事外

防災用資材整備事業 3,674 自主防災組織への防災用資材の配備

地域公共交通会議委員
会

82
コミュニティバス運行に関する委員報酬
外

佐土原～木城線実施設
計

5,054 佐土原～木城線実施設計委託外

平成２４年度　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

暮らし 
・ 

環 境 

教育・文化 
・人づくり 

健康・福祉 



（単位：千円）

予算額

農業体質強化基盤整備
促進事業

8,700
農作業道のアスファルト舗装工事及びハ
ウス内暗渠整備に伴う助成

口蹄疫復興対策農業・農
村支援事業補助金

10,682
小麦の生産拡大及び産地化の為の機械
整備に伴う助成

産地再生関連施設緊急
整備事業補助金

196,923
ＪＲ九州ファーム宮崎が行う低コスト耐候
性ハウス建設事業に伴う助成（補助率１
／２の補助事業で全額国費負担）

事　業　名 内　　容

強い農業づくり交付金事
業（農業・食品産業強化
対策整備交付金関係事
業）補助金

10,578
ＪＲ九州ファーム宮崎が行う集出荷貯蔵
施設建設事業に伴う助成（補助率１／２
の補助事業で全額国費負担）

産業 
・ 
経済 



１．国の平成２４年度補正予算に対応した補正予算

（単位：千円）

予算額

61,000

301,250

77,272

3,500

15,000

31,750

36,517

526,289

２．通常の補正予算
（単位：千円）

予算額

24,747 佐土原～木城線道路改修事業

予算額

予算額事　業　名 内　　容

農業体質強化基盤整備
促進事業

31,400 水田の暗渠排水整備に伴う補助

新田学園放送室改修等
工事

665
新田学園放送室及び体育館の放送設備
改修工事

文化会館周辺整備測量
設計業務

1,241 文化会館周辺整備測量設計業務

松くい虫被害木薬剤処
理業務

2,520
富田浜松林の松くい虫被害木の薬剤処
理業務

佐土原～木城線道路改
修事業

事　業　名 内　　容

町営住宅外壁・ベランダ
手摺等改修事業

宮ヶ平団地Ａ棟外壁・ベランダ手摺改修
及び宮ヶ平団地Ｂ棟外壁・ベランダ手摺・
階段室改修

合計

事　業　名 内　　容

道路ストック総点検事業
管内町道の舗装、法面・擁壁・盛土、道
路付属物の点検調査

橋りょう改修事業 王子２号橋の橋りょう補修

町営住宅屋根等改修事
業

栗野田団地Ａ棟屋根改修及び栗野田団
地ＡＢ棟給水設備改修

震災対策農業水利施設
整備事業

土地改良施設の耐震性点検及び調査

農業水利施設保全合理
化事業

管理省力化施設整備及び農業用用排水
施設に附帯する施設整備

農業基盤整備促進事業
農作業道の舗装及び水田の暗渠排水整
備

平成２４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～

☆国の緊急経済対策のための平成２４年度補正予算に対応した今回の補正予算は、平成２５年度
当初予算と合わせ、平成２５年度に事業を実施します。

事　業　名 内　　容

暮らし 
・ 

環 境 

教育・文化 
・人づくり 

産業 
・ 
経済 

国の補正予算 
(緊急経済対策) 

 ２


