
（単位：千円）

予算額

1,340,842

630

6,044

803,650

1,500

721,276

18,034

2,598

6,200

2,140

5,144

5,026

27,312

7,445

8,472

15,482

428

3,000

13,000

5,647

11,942

25,398

28,932

11,171

4,500

3,614

3,045

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

町税収納特別対策事業 町税滞納者の町外転出追跡実態調査：緊急的な雇用対策

松くい虫被害樹木伐倒駆除委託 富田浜の松くい虫被害が大きい松林の伐倒駆除

地区集会所大規模改修事業 地区集会所の大規模改修設計委託及び工事

地区集会所太陽光発電設備設置事
業

地区集会所の太陽光発電設備設置事業（13館分）

農道舗装用生コンクリート支給事業 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

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

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

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：緊急的な雇用対策

三納代商工業振興会電灯設置改修
工事

三納代商工業振興会電灯設置改修工事

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の記念品を贈呈

新富町町制施行55周年記念事業実
行委員会補助金

新富町町制施行55周年記念事業の実行委員会への補助

浄化槽設置整備事業補助金
個人が行う合併浄化槽設置に対する補助
（5人槽332,000円、7人槽414,000円、10人槽548,000円）

宮ケ平団地浄化槽改修工事 経年劣化による合併浄化槽の改修工事

防犯灯設置事業 防犯灯設置工事

地域防災計画の見直し業務

避難誘導看板設置工事 富田浜、国道10号線からの避難誘導看板設置

防災用資材整備事業 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 大規模な津波を想定したハザードマップの作成

暮らし
・

環  境

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

庁舎改修整備事業
役場庁舎耐震補強工事及び来庁者に優しい庁舎改修工
事（防災拠点機能整備、エレベーター設置、1階フロアの拡
張、バリアフリー化、ＬＥＤ照明導入）

消防ポンプ自動車整備 消防団のポンプ自動車の購入

消防備品購入 小型消防ポンプ及び発電機付灯光器の整備

地域防災計画修正業務委託

防災・広報情報マルチ配信サービス
MRTのデータ放送等を活用した本町の防災・広報情報の
配信

水道管布設工事外 水道管布設替等・上水道施設整備

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

平成２５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」
～「未来に向けキラリと輝く元気しんとみ前進予算」～

事　業　名 内　　容

有線ラジオ放送施設整備事業
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



（単位：千円）

予算額

286,265

4,200

4,800

65,386

10,219

6,120

2,377

5,800

17,196

3,600

2,100

5,742

6,500

34,000

379

3,821

58,226

4,000

150

20,432

1,229

2,673

26,672

6,050

3,359

4,800

12,600

192自殺対策事業 こころの電話帳・相談票の送付

すこやか高齢者健康診査事業 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
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
一部助成を150名から200名に拡大

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

生後3か月までの赤ちゃんを訪問し子育て支援を行う

結核検診事業 65歳以上の方の結核検診

各がん検診事業
従来の胃・大腸・子宮・乳・前立腺・肺がん検診への助成に
加え、40歳から64歳の肺がんＣＴ検診を実施し検診費を助
成する

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）

予防接種事業
新たに定期予防接種に加わったヒブ・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

不妊治療費助成事業 不妊治療費の一部助成

養育医療事業 未熟児等の医療費に対する助成

母子保健事業 各乳幼児健診・妊婦健診費用の14回分助成

こんにちは赤ちゃん訪問事業

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

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

通所型介護予防事業 運動機能向上・口腔ケア・栄養改善教室の開催

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

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

地区集会所用椅子購入
地区集会所に高齢者等が座りやすい椅子を購入し、生き
がい活動の場として気軽に集会所に足を運べるようにし引
きこもり防止を図る

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

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

健康
・

福祉

子ども・子育て支援事業計画策定に
伴うニーズ調査

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の為のニーズ調査

新田保育所改修事業 新田保育所改修に係る実施設計等

上新田児童遊園遊具新設工事 上新田児童遊園遊具の更新

介護手当支給

障がい児保育事業補助金
保育園及び幼稚園の障がい児に対する加配保育士の人
件費補助

乳幼児・児童生徒医療費助成 中学校3年生以下の児童の医療費への助成

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

事　業　名 内　　容

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

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



（単位：千円）

予算額

16,586

925

1,114

600

2,782

9,360

5,043

12,094

57,782

11,490

3,491

予算額

12,844

2,000

23,037

3,010

8,235

2,000

1,399

720

3,750

4,000

2,100

542

28,354

519

3,200

9,200

5,813

1,000

1,500

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

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

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

口蹄疫関連貸付金利子補給補助金
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

地場産品を生かした新商品開発及
び入込客数調査事業

地場産品を活用した新商品の開発と商店街への入込客の
調査業務：緊急的な雇用対策

口蹄疫からの復興記録誌作成 口蹄疫からの復興記録誌作成

口蹄疫埋却地復旧工事 口蹄疫により埋却地となった農地の復旧工事

埋却地管理支援事業補助金 口蹄疫埋却地の草刈り費用等に関する補助

肉用牛増頭対策事業補助金 認定牛、一等以上自家保留牛への補助

肥育素牛導入緊急対策事業補助金 町内で生産された肉用牛肥育素牛導入者への補助

乳用雌子牛増頭対策事業補助金 乳用雌子牛の自家保留への補助

施設園芸農家の省エネルギー対策事業への補助

新富町茶園病害虫防除事業補助金 お茶農家の病害虫防除対策事業への補助

葉たばこ転換に伴う新品目育成事
業補助金

葉たばこ廃作農家の新たな品目転換に伴う補助

乳用雌牛増頭対策事業補助金 雌牛判別精液購入事業への補助

スカイパーク整備事業
地域資源や観光資源と「食」、「農」をつなぎ拠点を結ぶこと
で周遊客の増加による地域活性化を図るための「空」の拠
点の実施設計委託と観光案内板、サイン等の整備

誘致企業等雇用奨励補助金 誘致企業に対する町内居住者の雇用促進のための補助

産業
・

経済

経営体育成交付金事業補助金 新規就農者及び経営拡大を図る農家への補助

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

新富町施設園芸省エネルギー対策
事業補助金

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

町体育館耐震補強事業 町体育館の耐震補強工事に向けた補強設計

事　業　名 内　　容

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

複合施設建設事業
図書館を含めた複合施設設置のための基本設計・実施設
計の委託等

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

社会科副読本編集委員会補助金 社会科副読本の3年に1回の見直し業務

ひかり電話化・ひむか接続回線集約
工事

小中学校のひかり電話化に伴う専用回線集約工事

奨学資金貸付 奨学資金の貸与

事　業　名 内　　容

教　育
・

文　化
・

人づくり

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

子どもチャレンジ事業及び子ども会
育成事業

サタデーサイエンス、キッズキッチンなどの子どもの体験活
動団体や子ども会事業の支援・補助

学校給食食材地産地消事業補助金



（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額

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

23,200
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

障がい者地域デイケア相談
支援事業

4,566
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

5,671
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

上新田運動広場トイレ建築
事業

12,275 上新田運動広場のトイレ建築

事　業　名 内　　容

新富町ＩＴソリューション推進
事業

8,412
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

総合文化公園周辺まちづくり
事業

20,055 総合文化公園周辺まちづくり実施設計

富田浜公園トイレ建築事業 11,938 富田浜公園北側のトイレ建築

追分２号線排水路改修事業

駅前4号線排水路改修事業

田中線排水路改修事業

八幡～軍瀬線道路新設事業

大溝川河川改修事業 1,700 大溝川河川改修測量設計

事　業　名 内　　容

町道・排水路等整備事業 39,535

上今町～高畑線道路改良事業

川床２号線舗装改修事業

今別府４号線舗装改修事業

農業基盤整備促進事業
（金丸幹線用水路）

31,500 金丸幹線用水路の底盤改修事業

農業基盤整備促進事業
（横江排水機場）

212,491 横江排水機場のポンプ等の主たる設備の改修事業

平成２５年度　５月補正及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」
～「未来に向けキラリと輝く元気しんとみ前進予算」～

事　業　名 内　　容

国の補正予算 
(緊急経済対策) 

緊急雇用 
創出事業 

元気臨時交
付金事業 

4



（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額

上新田児童遊園遊具新設工
事

15,300 上新田児童遊園の遊具新設伴う工事外

町道・排水路等整備事業 5,860 円明寺線道路改良事業

コミュニティバス購入 4,283 コミュニティバス購入

男女共同参画基本計画の検証を行う懇話会の開催
及び研修会会場使用料

スカイパーク整備事業 2,082
スカイパーク整備事業に伴う町民懇話会の開催及び
まちづくりアドバイザー委託外

グリーンツーリズム推進事業
補助金

1,449
グリーンツーリズム受入農家先進地視察研修及び
交流事業への助成

事　業　名 内　　容

男女共同参画推進事業 114

児湯地域家畜市場機能高度
化整備助成金

1,166
児湯地域家畜市場の自動電子せりシステムの機能
高度化事業に伴う助成

排水路土砂撤去 1,500 栗野田排水路の土砂撤去

事　業　名 内　　容

特用作物生産力向上サポー
ト事業補助金

1,358
畑作の大規模経営を行うための高性能機械（甘藷
収穫機）の導入への助成

風疹任意予防接種助成 7,629
先天性風しん症候群を防止する為、今後妊娠する可
能性のある女性、その夫・パートナー、妊婦の夫に
対する抗体検査・予防接種の助成

保育士等処遇改善臨時特例
事業補助金

15,125 私立保育園の保育士等の処遇改善に伴う助成

一般コミュニティ助成事業 400 幼年消防活動用資器材（鼓笛）の整備に伴う助成

新富町介護基盤緊急整備等
臨時特例基金事業費補助金

2,439
認知症高齢者グループホームのスプリンクラー整備
に伴う助成

「元気に、安全に、安心して暮らせる豊かな新富町」
～「未来に向けキラリと輝く元気しんとみ前進予算」～

事　業　名 内　　容

平成２５年度　５月補正及び６月補正予算の主な事業

健康・福祉 

産業 
・ 
経済 

暮らし 

・ 
環 境 

5



6

（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額

日置地区育林協議会運営
補助金

300 日置地区育林協議会の運営補助金

農業基盤整備促進事業 94,920 農作業道舗装工事及び暗渠排水設置工事

みやざき畑地かんがい営
農基盤整備事業補助金

2,000
暗渠排水とかんがい施設を組み合わせた地下
かんがいシステム等の整備（フォアスシステム）

新富町施設園芸産地再生
緊急支援事業補助金

14,203
省エネ、省力化に効果のある資材及び機械等へ
の助成

農道舗装用生コンクリート
支給事業

5,894
農道舗装用生コンクリート支給及び重機借り上
げ料

新富町就農支援交付金 10,000
農業後継者の確保及び就農意欲の増進を図る
ための助成

小麦でつくる新富ブランド
オンリーワン事業補助金

1,000 新富町産小麦のブランド化への助成

新富町認定農業者経営改
善緊急支援事業補助金

18,800
認定農業者が経営改善計画を達成するために
必要な経費への助成

新富町環境保全型農業育
成支援事業補助金

1,216
省力化を図るため生分解性マルチの普及促進
への助成

青年就農給付金 10,500
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

運動広場ベンチ設置事業 5,781 町内３箇所運動広場のベンチ設置工事

事　業　名 内　　容

事　業　名 内　　容

町道・排水路等整備事業 127,380

上今町～高畑線道路改良事業

川床２号線舗装改修事業

今別府４号線舗装改修事業

追分２号線排水路改修事業

駅前4号線排水路改修事業

平成２５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」
～「未来に向けキラリと輝く元気しんとみ前進予算」～

☆　一般会計予算額が１００億円を超えました

田中線排水路改修事業

大溝川河川改修事業 4,400 大溝川の河川改修

産  業 
・ 

経  済 

元気臨時交
付金事業 
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（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額

（単位：千円）

予算額

富田小学校児童用机・椅
子購入

12,680
富田小学校児童用机・椅子購入
（再編交付金事業）

道路維持工事 6,000 町道維持に伴う工事費の追加

事　業　名 内　　容

各種大会出場補助金 400 町内中学校の各種大会への出場助成

避難誘導看板設置工事 1,740 避難誘導看板設置箇所数の増による追加工事

消火栓設置工事負担金 2,153 町内5箇所の消火栓設置工事負担金

事　業　名 内　　容

政策空家撤去工事 2,899 成法寺住宅政策空家撤去工事

平成２５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」
～「未来に向けキラリと輝く元気しんとみ前進予算」～

事　業　名 内　　容

新富町地域福祉計画及び
地域福祉活動計画策定業
務委託

2,312
新富町地域福祉計画及び地域福祉活動計画の
策定

健康・福祉 

暮らし 

・ 
環 境 

教育 
・ 
文化 
・ 

人づくり 
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予算額

予算額

予算額

予算額

スポーツ少年団等全国・九州大会
出場助成金

300 スポーツ少年団等の全国・九州大会出場への助成

新富町弓道場通路屋根設置工事 368 新富町弓道場通路屋根設置工事

事　業　名 内　　容

高鍋高校ラグビー部全国大会出
場補助金

100 高鍋高校ラグビー部全国大会出場に伴う助成金

庁舎防災会議室用備品 2,947 庁舎防災会議室用備品整備

浄化槽設置整備事業補助金 3,976 個人が行う合併浄化槽設置に対する助成

事　業　名 内　　容

新富町定住促進基金事業 10,000 新富町への定住促進事業に伴う経費の積み立て

平伊倉～新田原線道路改良事業 650 平伊倉～新田原線道路改良事業に伴う工作物補償

猿ヶ瀬排水路土砂撤去工事 410 猿ヶ瀬排水路土砂撤去工事

上今町～高畑線道路改良事業 2,000 上今町～高畑線道路改良に伴う工作物補償

農業用施設補修工事 1,040 日之出排水路フェンス補修外

農業基盤整備促進事業補助金 7,700 暗渠排水整備事業

新富町施設園芸産地再生緊急支
援事業補助金

2,422
省エネ、省力化に効果のある資材及び機械等への助
成

一ツ瀬川土地改良事業西河原地
区排水調査計画委託

1,100
一ツ瀬川土地改良事業西河原地区排水調査計画委
託

地域でシカ捕獲対策強化事業補
助金

30
有害鳥獣対策として捕獲したシカに対し捕獲経費を
支給（2,000円/1頭）

施設園芸病害虫緊急対策事業補
助金

928
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助成

新富町認定農業者経営改善緊急
支援事業補助金

14,928
認定農業者が経営改善計画を達成するために必要
な経費への助成

新富町就農支援交付金 8,000
農業後継者の確保及び就農意欲の増進を図るため
の助成

農地集積推進事業農地集積協力
金

1,800
リタイヤする農業者の農地を地域の中心となる経営
体へ農地集積するための協力金

コミュニティバス運営基金事業 10,000 コミュニティバス運営事業に係る経費の積み立て

事　業　名 内　　容

三納代～北原牧線舗装補修事業

岡馬１号線道路改良事業

越馬場～野中線舗装補修事業

溜水１号線道路改良事業

六反田地区排水路整備事業

新富町文化会館周辺整備事業 89,180 文化会館西側駐車場及び文化会館進入路整備事業

平成２５年度　１１月補正及び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」
～「未来に向けキラリと輝く元気しんとみ前進予算」～　　　　　　　　（単位：千円）

事　業　名 内　　容

町道・排水路等整備事業 57,420

産  業 

・ 

経  済 

調整交付金
事業 

暮らし 
・ 

環 境 

教育・文化 
・人づくり 


