


は じ め に

町民のみなさまには、日ごろから町政運営へのご支援と深いご理解、ご協力

をいただき厚くお礼申し上げます。

本年度の予算は、複雑化・多様化する町民のみなさまのニーズを的確に捉え、

新たな視点、柔軟な発想により事業効果や効率性を最大限に高めた事業を計画

するとともに、「第四次南風原町総合計画」に掲げた６つの「まちづくり目標」と「基

本計画の各施策の展開」の推進に努め、「ともにつくる黄金南風の平和郷」の実現を
こ が ね は え さ と

目指した予算編成を行いました。

１０年後の本町が、「子どもからお年寄りまで暮らしやすい、輝くまち」となるよう、

平成２４年度から創設された「沖縄振興特別推進交付金事業」の推進、こども

医療費助成事業の拡大等、今後も引き続き、町民福祉・教育文化の向上、産業振

興等、未来につながる事業を計画しています。

「ハイさいよーさん」は、町民のみなさまが南風原町の予算を具体的に知っ

ていただくため、老若男女を問わず内容をわかりやすく解説することをモット

ーに平成１７年度から継続して作成しています。本年度実施する事業について、

図表や写真を用いながら、わかりやすい言葉で作成していますので、みなさま

の税金がどのように使われ、町政に反映されているかをご確認していただきた

いと思います。

後半の資料編では、町の財政（お金、財産）の状況だけでなく、町の人口や

面積なども質問形式で説明しています。

町民のみなさまが、本書により町政の問題点、疑問点を見いだしていただき、

今後のまちづくりのための議論の一助として有効にご活用されますことを心か

ら願っています。本書には、まだまだ改善すべき点があると思いますので、お

気づきの点がありましたら、遠慮なくご意見をいただければ幸いです。

本年度も、町民をはじめ多くのみなさまの町政への積極的な参加とご支援、

ご協力を賜りますよう心からお願い申し上げます。

平成２６年５月

南風原町長 城間俊安



平成２６年度 各部方針

■議会事務局長 宮城政行

議事機関としての議会の機能が適切に果たされるよう、議会運営、所管事務調査等の充実を図

り、議長や議員の活動をサポートしてまいります。また、ホームページや議会だよりを充実させて、

議会活動の情報をいち早く公開します。

議会活性化の取組については、「南風原町議会基本条例」が昨年12月に制定されたことにより、

その趣旨に基づいて、議会だよりの編集、議員の政策立案及び監視機能の強化など議会活動の

ための調査を行います。

今年５月には、議会の活動状況や情報の提供、町民との意見交換を行う、第３回議会活動報告

会を開催します。

■総務部長 新垣吉紀

総務部は、町行政の基幹業務を担当する部として各部署と連携・協働し、事務事業が円滑に推

進できる職場環境の整備に努めます。その実現に向け適正な人材の確保と育成に取り組みます。

昨年施行された「南風原町まちづくり基本条例」を基本として更なる協働のまちづくりを発展･推進

します。また「沖縄振興特別推進交付金」を有効活用した諸施策を展開します。

町民の利便性向上を目指し、昨年度からコンビニエンスストアにある自動交付機による各種証明

の交付がスタートしました。今後もICTの活用による業務の効率化等、事務改善を推進し、更なる町

民サービスの向上を図ります。

災害等から町民の生命と財産を守るため、交通安全、防犯、防災・減災に向けた取組を強化し、

地域や関係機関と連携した安心安全なまちづくりを推進します。

■民生部長 金城宏伸

子育て家庭の生活実態や保育ニーズを把握し、待機児童の解消を図るため「南風原町子ども・

子育て支援事業計画」を策定します。

こども医療費助成については、町単独の事業で通院対象年齢を「３歳」から「中学校卒業」まで

に拡充し、子どもの健康と子育て世帯の負担軽減を図ります。

消費税率の引き上げに対して、臨時的な処置として非課税等の要件を満たす方に、１人当たり

「臨時福祉給付金」１万円を支給し、老齢基礎年金等の受給者には５千円を加算します。又、同様

な処置として、子育て世帯への影響を緩和するため、児童手当受給者に対象児童１人あたり「子育

て世帯臨時特例給付金」１万円を支給します。

高齢者福祉は、要支援・要介護状態となる方の支援や自らの積極的な健康づくりを促し、地域

における介護予防事業に取り組みます。また、本年度は、「南風原町高齢者福祉計画」と「南風原

町障がい者福祉計画」の策定にあたり、町民の意見を反映した計画作成に努めます。

国民健康保険の特定健康診査等事業は、休日健診・夜間健診の実施を継続し健診受診の機

会を確保します。また、特定保健指導を強化することにより生活習慣の改善を図り、生活習慣病の

予防、早期発見、早期治療により長寿で活力ある健康なまちを目指します。婦人がん検診事業で

は、国庫補助対象事業が縮小することになっていますが、町単独補助事業として継続いたします。

平成２６年度 各部方針
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■経済建設部長 真境名元彦

第四次総合計画で掲げた４大プロジェクトの黄金森公園整備事業については、「ちむぐくる館」

西側の多目的広場の遊具施設や修景施設、公園東側に位置する駐車場などの整備を行います。

また、津嘉山北土地区画整理事業については、道路整備及び宅地造成工事を推進し、土地利

用が早期に図られるとともに地域にあった企業誘致の推進に取り組みます。

平成２６年度の主な事業については、道路事業の町道１０号線、町道１１３号線道路改良事業、

宮平学校線、津嘉山中央線街路事業など、公園整備事業のウガンヌ前公園、山川地区畑地かん

がい排水等整備事業や下水排水路整備事業、交通安全対策事業を進めると共に、公共下水道整

備事業では、津嘉山北土地区画整理区域内を重点地区として雨水及び汚水の整備を進めてまい

ります。

農業振興については、新たな事業として病害虫や自然災害等の被害を未然に防止するための

対策に必要な農業用資材購入の助成、さとうきび収穫機の使用に対する助成制度の創設、強化

型パイプハウスの導入によりスターフルーツの圃場拡大・増産を図り、拠点産地認定に向け取り組

みます。

商工・観光関係については、町商工会や観光協会と連携し、地域を支える町内中小企業の経

営基盤の強化や経営革新の促進、町内のレクリエーション・観光資源の整備活用の促進、産業間

や文化団体との連携を図り、観光施策推進体制の強化に努めます。

■教育部長 新垣好彦

教育委員会では、確かな学力を育む教育の推進として、各小・中学校に学習支援員、特別支援

教育支援員、心の教室相談員を引き続き配置します。幼稚園教育は、専任園長、保育時間延長、

給食提供でより一層の教育の充実を図ります。また、すべての児童生徒が義務教育を円滑に受け

ることができるよう、就学援助（要保護・準要保護）制度を堅持します。

学校支援地域本部事業では、地域コーディネーターを活用し、学校支援の充実を図ります。

学校施設整備では、北丘小学校大規模改造工事、北丘幼稚園園舎の大規模改造事業を推進

してまいります。また、南風原小学校、翔南小学校体育館の防災機能強化事業を行います。

学校給食は、安全で安心な給食を提供し、健康づくり努め、食育を推進してまいります。

学び場の充実では、黄金森公園陸上競技場をはじめ、各種運動（体育）施設や学校施設の開

放を推進し、健康づくりスポーツの振興に努めます。

地域に学び、地域を愛する人を育む、ふるさと教育は、町立中央公民館、図書館を生涯学習の

拠点として事業展開を図ります。文化センタ－・沖縄陸軍病院南風原壕を、文化活動・平和学習・

交流・観光の拠点として、充実強化を図り、観光関連事業とも連携を取り事業を推進してまいりま

す。「子ども平和交流事業」は学童疎開した九州への研修を実施いたします。伝統芸能保存継承

では、各地域の取り組みを支援します。「青少年の国際交流」と「青年海外研修派遣事業」は、それ

ぞれ中学生と青年をハワイへ派遣し、海外移住子弟との交流を図ります。
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平成２６年度 町の予算規模について

本町の平成２６年度当初予算は、平成２５年１１月から平成２６年２月にかけて編成され、３月

議会に提案し可決（承認）されました。全会計の予算総額は２００億４，２１１万円で、平成２５年

度と比較して１３億７０８万円の増となっています。

一般会計の主な増減理由を説明しますと、まず、収入面では町税において、町民税、固定

資産税、たばこ税の見込額が増になったこと等により、町税全体で９，４３６万円の増となってい

ます。また、消費税率の引き上げに伴う低所得者へ給付金を給付する臨時福祉給付金事業の

実施等により国庫支出金が１億７，５３３万円の増、ファーマーズマーケット建設補助金や沖縄

振興特別推進交付金事業の計上等により、県支出金も５億６，９２１万円の増となっています。

次に、支出面では、ソフト事業において、こども医療費助成事業の通院費の助成対象年齢を

3歳児までから中学卒業まで拡充することや、普通建設事業では北丘小学校・幼稚園大規模

改造事業、町道10号線道路改良事業、宮平学校線街路事業、津嘉山中央線街路事業、公園

整備事業などの継続事業の実施により増となっています。

以上のように、収入面での増もあるものの、支出も様々な事業の実施により収入の伸び以上

の増となっているため、不足した財源を補てんするために平成２６年度も財政調整基金から３億

９，１６３万円を繰り入れています。

今後も各種事業の財源は町民の皆様からお預かりした税金であることを常に念頭に置き、限

られた収入の中で、施策の必要性、緊急性及び効果を検討し、事業の重点化を図り「ともにつ

くる黄金南風の平和郷」の実現を目指してまいります。
こ が ね は え さ と

平成２６年度と２５年度の各会計の予算規模一覧表

H２６ H２５ 増減額
対前年度

増減率（%）

Ａ Ｂ Ａ－Ｂ＝C C÷Ｂ＝D

一 般 会 計 1,300,700 1,197,347 103,353 8.6

国 民 健 康 保 険
特 別 会 計

471,107 453,422 17,685 3.9

下 水 道 事 業
特 別 会 計

79,064 81,414 △ 2,350 △ 2.9

土 地 区 画 整 理
事 業 特 別 会 計

129,144 119,415 9,729 8.1

農 業 集 落 排 水
事 業 特 別 会 計

2,113 2,120 △ 7 △ 0.3

後 期 高 齢 者 医 療
特 別 会 計

22,083 19,785 2,298 11.6

合 計 2,004,211 1,873,503 130,708 7.0

会　計　別

（単位：万円）

平成２６年度 町の予算規模
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平成２６年度 町の予算規模

平成２６年度の新たな事業一覧

まちづくり目標 事　　業　　概　　要 詳細ページ

人もまちもきら
きら育つまち

【新規】

南風原小学校・翔南小
学校体育館防災機能
強化事業

　災害時の避難場所を担っている、小学校体育館が老朽化
しているため、吊り天井撤去、照明機器取替等防災機能とし
ての強化を図ります。

38

【拡大】
認可保育園事業・補助
（保育所運営費）

　待機児童解消として、平成25年度の保育所入所定員1,230
名から40名増員し、平成26年度の入所定員は1,270名としま
す。

41

【拡大】 こども医療費助成事業
　子育て支援の一貫として、こども医療費助成の通院費の対
象年齢を3歳児までから中学卒業までに拡大します。 48

【拡充】 2歳児歯科健診事業
　これまでデンタルフェアーとして年1回開催していましたが、
多くの方に受診させるため、2歳児歯科健診事業として毎月
開催します。

76

【新規】 臨時福祉給付金事業

　消費税率の改定に伴い、市町村民税（均等割）が課税され
ていない町民に対し、一人につき10,000円を給付します。ま
た、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給
者については5,000円を加算します。(H26限定事業)

87

【新規】
子育て世帯臨時特例
給付金事業

　消費税率の改定に伴い、児童手当の受給者に対し、対象
児童一人につき1万円を支給します。(H26限定事業) 87

【新規】

小児慢性特定疾患児
日常生活用具給付事
業

　18歳未満で障がい手帳取得に該当しない障がい児に対
し、特殊寝台、吸引・吸入器、車いす等の日常生活用具を
支給します。

94

【拡大】 さとうきび振興対策事業
　平成25年度に導入したハーベスターによる機械化を促進
するため利用農家にトン当たり500円を助成します。 100

【新規】 農作物被害防止事業
　農作物を自然及び病害虫による被害を防止するため、防
風ネット、防虫ネット、支柱パイプ等の購入へ対し補助金を
交付します。

104

【新規】

農業経営基盤促進対
策事業(ファーマーズ
建設補助金)

　沖縄県農業協同組合が進めているファーマーズマーケット
南風原への整備補助金です。 105

【新規】 ふるさと博覧会事業 　隔年で実施しているふるさと博覧会を開催します。 115

ちむぐくるでつ
くる福祉と健康
のまち

事　　業　　名　　称

工夫と連携で
産業が躍動す
るまち
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「南風原町第４次総合計画」にもとづいた平成２６年度事業別予算一覧
Ⅰ みんなで考え、みんなで創るわくわくするまち

Ⅱ 人もまちもきらきら育つまち

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

議会広報広聴活動強化事業 250 議会事務局 10

議会映像インターネット配信事業 109 議会事務局 11

広報・広聴事業 708 総務課 12

町善行・功労賞事業 132 総務課 13

女性政策推進事業 25 企画財政課 13
みんなでつくるま
ち

区長（自治会長）事務委託事業 4,179 総務課 14

（単位：万円）

事業名称

みんなで考え、
みんなで創るわ
くわくするまち

情報の共有でき
るひらかれたま
ち

自ら考え行動す
るまち

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

花・水・緑の大回廊公園運営費 356 教育総務課 15

各種スポーツ教室 115 教育総務課 15

各種スポーツ大会 132 教育総務課 16

子ども平和交流事業 260 生涯学習文化課 17

青年海外研修派遣事業 170 生涯学習文化課 18

南風原町海外移住者子弟研修生交付金事業 198 生涯学習文化課 19

県外派遣事業（育英会） 200 生涯学習文化課 19

国際交流事業（育英会） 350 生涯学習文化課 20

児童生徒県外交流事業 253 学校教育課 21

放課後子ども教室推進事業 204 生涯学習文化課 21

学校支援地域本部設置事業 545 生涯学習文化課 22

社会教育補助金及び負担金 797 生涯学習文化課 22

平和の日推進事業 18 総務課 23

陸軍病院壕公開活用事業 290 生涯学習文化課 24

資料の公開活用事業 1,589 生涯学習文化課 25

公民館活動の充実事業 3,210 生涯学習文化課 26

公民館講座事業 180 生涯学習文化課 26

伝統文化交流施設活性化事業 226 生涯学習文化課 27

図書の整備充実事業 1,074 生涯学習文化課 28

（単位：万円）

事業名称

人もまちもきらき
ら育つまち

地域に学び、地
域を愛する人を
育む、ふるさと教
育

事業別予算一覧
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事業別予算一覧

Ⅱ ひともまちもきらきら育つまち

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

学校給食用材料に係る経費 21,173 教育総務課 29

調理場運営事業 645 教育総務課 29

調理場施設維持管理事業 1,869 教育総務課 30

就学奨励事業 5,700 教育総務課 31

教育相談事業 863 学校教育課 31

児童生徒健全育成事業 640 学校教育課 32

英会話教育の充実 1,527 学校教育課 32

小中学校図書購入事業 232 学校教育課 33

学校教育事業 2,695 学校教育課 33

特別支援教育支援員（ヘルパー）配置事業 5,988 学校教育課 34

学校ＩＣＴ推進事業 9,148 学校教育課 34

小学校（学校管理費・教育振興費） 7,903 学校教育課 34

中学校（学校管理費・教育振興費） 5,380 学校教育課 35

学習支援員等配置事業 1,536 学校教育課 35

魅力的な体験学習事業 351 生涯学習文化課 36

各幼稚園にかかる経費 779 学校教育課 36

幼稚園就園奨励事業 1,174 学校教育課 37

北丘小学校・幼稚園大規模改造事業 27,554 学校教育課 37

南風原小学校・翔南小学校体育館防災機能強化事業 2,400 学校教育課 38

（単位：万円）

事業名称

人もまちもきらき
ら育つまち

個性を伸ばし、
豊かな心と健や
かな体を育む、
地域に根ざした
学校教育
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Ⅲ ちむぐくるでつくる福祉と健康のまち

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

ともにつくる、地域の保健・
福祉・医療のネットワーク 包括的支援事業 2,915 保健福祉課 39

宮平保育所運営事業 3,081 こども課 40

認可保育園事業・補助（保育所運営費） 135,006 こども課 41

延長保育促進事業 5,904 こども課 43

障がい児保育事業 1,774 こども課 43

一時保育事業 685 こども課 44

認可保育園事業・町単独事業 2,407 こども課 45

認可外保育園事業・町単独事業 819 こども課 46

認可外保育園事業・補助事業 1,846 こども課 46

認可外保育施設環境整備事業 380 こども課 46

母子父子家庭医療費助成事業 1,723 こども課 47

こども医療費助成事業 15,698 こども課 48

長期療養者支援事業 114 こども課 48

国民健康保険事業（国民健康保険特別会計） 471,107 国保年金課 49

国民健康保険特別会計繰出金（一般会計） 32,563 国保年金課 57

国民年金事務費 1,507 国保年金課 58

高齢者医療対策費 27,867 国保年金課 59

婦人がん検診事業 1,069 国保年金課 59

住民健診（健康診査）事業 2,502 国保年金課 60

後期高齢者医療事業(後期高齢者医療特別会計) 22,084 国保年金課 62

介護予防事業 2,677 保健福祉課 63

家族介護支援事業 828 保健福祉課 65

緊急通報体制等整備事業 87 保健福祉課 67

高齢者地域支援体制整備・評価事業 477 保健福祉課 68

介護保険運営事業 29,410 保健福祉課 69

マタニティー事業 46 保健福祉課 72

（単位：万円）

事業名称

ちむぐくるでつく
る福祉と健康の
まち

ともにつくる、健
康づくりと保健福
祉のサービス基
盤の整備

事業別予算一覧
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事業別予算一覧

Ⅲ ちむぐくるでつくる福祉と健康のまち

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

新生児妊産婦訪問指導事業 125 保健福祉課 72

赤ちゃんすこやか広場事業 57 保健福祉課 72

７ｶ月児相談事業（もぐもぐごっくん教育） 21 保健福祉課 73

母子栄養強化事業 6 保健福祉課 73

未熟児養育医療事業 311 保健福祉課 74

１歳６カ月児健康診査事業 264 保健福祉課 74

３歳児健康診査事業 254 保健福祉課 74

妊婦一般健康診査事業 4,760 保健福祉課 75

乳児一般健康診査事業 657 保健福祉課 76

2歳児歯科健診事業 72 保健福祉課 76

長寿県復活　食の応援事業 496 保健福祉課 77

予防接種事業 12,846 保健福祉課 77

社会福祉団体育成事業 9,692 こども課 80

ボランティア活動補助事業 35 こども課 82

児童館運営事業・単独 2,617 こども課 84

学童保育事業・補助 6,935 こども課 85

放課後児童の居場所づくり支援事業 231 こども課 85

ファミリーサポートセンター事業 400 こども課 86

地域子育て支援拠点事業 1,439 こども課 86

臨時福祉給付金事業 17,347 こども課 87

子育て世帯臨時特例給付金事業 5,130 こども課 87

児童手当事業 86,495 こども課 88

重度心身障害者医療費助成事業 5,333 保健福祉課 89

自立支援医療費事業 5,262 保健福祉課 89

市町村地域生活支援事業 4,035 保健福祉課 90

小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 96 保健福祉課 94

介護給付・訓練等給付事業 65,092 保健福祉課 94

敬老会事業 114 保健福祉課 98

高齢者祝金支給事業 469 保健福祉課 98

（単位：万円）

事業名称

ちむぐくるでつく
る福祉と健康の
まち

ともにつくる、健
康づくりと保健福
祉のサービス基
盤の整備

ともにつくる、ち
むぐくるで支えあ
う安心して暮ら
せるまち
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Ⅳ 工夫と連携で産業が躍動するまち

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

農業委員会運営事業 923 産業振興課 99

野菜振興対策事業 82 産業振興課 100

さとうきび振興対策事業 86 産業振興課 100

新規就農総合支援事業 1,800 産業振興課 101

地域農業活性化事業 6,851 産業振興課 101

農業団体育成強化 97 産業振興課 102

ビニールハウス設置事業 168 産業振興課 102

地力増強対策事業 522 産業振興課 103

畑地かんがい井戸設置補助事業 60 産業振興課 103

農地深耕・荒廃地解消事業 70 産業振興課 103

新規就農一貫支援事業 3,200 産業振興課 104

農作物被害防止事業 341 産業振興課 104

農業経営基盤促進対策事業(ファーマーズ建設補助金) 20,550 産業振興課 105

畜産公害・環境保全対策事業 150 産業振興課 105

山川地区畑地かんがい排水等整備事業 6,738 都市整備課 106

労働者・退職者等支援事業 1,709 まちづくり振興課 107

住宅リフォーム支援事業 1,000 まちづくり振興課 107

商工会の育成強化 1,756 産業振興課 107

琉球絣等伝統工芸事業 2,043 産業振興課 108

商品開発・技術力強化事業 772 産業振興課 110

伝統工芸後継者育成・観光との連携事業 3,497 産業振興課 110

観光事業 2,165 産業振興課 112

かすりの道景観活性化プロジェクト 425 産業振興課 113

ヒーローのまちづくり事業 758 産業振興課 113

民泊啓蒙推進事業 356 産業振興課 114

南風原名人制度創設事業 36 産業振興課 114

南風原地域発信力強化事業 316 産業振興課 114

やさしい観光地づくり推進事業 3,264 産業振興課 115

観光PR促進事業 719 産業振興課 115

ふるさと博覧会事業 800 産業振興課 115

事業名称

工夫と連携で産
業が躍動するま
ち

南風原産品を創
り伸ばす農業の
振興

賑わい・就労を
創る商業、製造
業、新規産業の
振興

ネットワークで創る
レクリェーション・観
光の振興

（単位：万円）

事業別予算一覧
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事業別予算一覧

Ⅴ みどりとまちが調和した安心・安全のまち

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

消防力の整備強化 40,861 総務課 116

災害時等避難施設改修事業 500 総務課 116

防災体制強化事業 1,652 総務課 117

防犯対策事業 334 総務課・まちづくり振興課 118

不発弾処理促進事業 116 総務課 119

黄金森公園運営費 1,105 教育総務課 120

黄金森公園整備事業 26,284 都市整備課 121

ウガンヌ前公園整備事業 24,806 都市整備課 122

クサティ森等保全事業 5,000 区画下水道課 123

都市公園管理事業 1,088 まちづくり振興課・都市整備課 124

河川整備事業 300 まちづくり振興課 125

地方改善施設整備事業（大名地区） 1,232 都市整備課 126

下水道事業（下水道事業特別会計） 79,064 区画下水道課 127

下水道事業特別会計繰出金 18,874 区画下水道課 130

農業集落排水事業（農業集落排水事業特別会計） 2,113 区画下水道課 131

農業集落排水事業特別会計繰出金 1,593 区画下水道課 132

交通安全対策事業 600 まちづくり振興課 133

道路維持事業 1,726 まちづくり振興課 134

町道１０号線道路改良事業 26,216 都市整備課 135

町道１１３号線道路改良事業 9,251 都市整備課 136

石油貯蔵施設立地対策等事業 450 都市整備課 137

宮平学校線街路事業 25,576 都市整備課 138

津嘉山中央線街路事業 10,188 都市整備課 139

津嘉山北土地区画整理事業（土地区画整理事業特別会計） 129,144 区画下水道課 140

土地区画整理事業繰出金 29,186 区画下水道課 143

（単位：万円）

事業名称

みどりとまちが調
和した安心・安
全のまち

安心・安全に暮
らせるまちづくり

快適で文化的に
暮らせるまちづく
り

便利で人が集ま
るまちづくり
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Ⅵ 環境と共生する美しく住みよいまち

Ⅶ 行財政計画

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

環境保全対策事業 200 住民環境課・区画下水道課 144

公害対策事業 108 住民環境課 148

指定ごみ袋還元基金事業 746 住民環境課 149

ごみ減量促進事業 1,807 住民環境課 151

ごみ処理対策事業 24,471 住民環境課 153

し尿処理事業 3,723 住民環境課 154

事業名称

環境と共生する
美しく住みよいま
ち

環境の浄化再生
と公害の防止

（単位：万円）

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

議会運営事業 9,341 議会事務局 155

会議録作成事業 198 議会事務局 157

監査委員事業 152 議会事務局 157

企画事務事業 2,821 企画財政課 158

電子計算事務事業 8,867 企画財政課 159

電子自治体推進事業 1,350 企画財政課 160

住基・印鑑登録・外国人登録事務事業 1,213 住民環境課 162

住民基本台帳ネットワークシステム事業 41 住民環境課 163

町県民税に係る経費 1,611 税務課 165

軽自動車税に係る経費 287 税務課 165

固定資産税に係る経費 1,869 税務課 165

賦課徴収事業 2,787 税務課 167

（単位：万円）

事業名称

行財政計画
健全な行財政運
営

事業別予算一覧
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