
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。

本町の予算は、「第五次南風原町総合計画」に掲げた将来像「ともにつくる黄金
こ が ね

南風の平和郷」の実現を目指し、６つの「まちづくり目標」と「基本計画の各施策の展
は え さ と

開」の推進を基本方針に編成をおこなっています。

令和３年度予算は、新型コロナウイルスの影響もあり、町税の伸びが期待で

きない中、新型コロナウイルス感染症対策やワクチン接種などの緊急的な課題

に対応する経費や子育て支援に係る経費、障がい者福祉に係る経費、各種福祉

サービスに係る経費を重点的に予算配分し、教育環境の整備、産業の振興、ま

ちづくりの推進など、「第三次財政健全化計画」に基づき幅広く予算を計上し

ております。

今後も引き続き、子育て支援・教育の充実を図り、福祉向上、産業振興等、

町民ニーズに応えた事業を実施し、「南風原町に住んで良かった」「南風原町

にずっと住み続けたい」、そう思っていただけるような町づくりに、誠心誠意

取り組んでまいります。町民の皆様におかれましては、町勢発展のため、何卒

ご理解いただきますようお願い申し上げます。

「ハイさいよーさん」は、町民のみなさまに南風原町の予算の内容をわかりやすく

具体的に解説することをモットーに毎年作成しています。町の予算がどのような事業

に使われているのかを知っていただき、町政や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。また、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。

令和３年６月

南風原町長 赤嶺正之
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■議会事務局長 比嘉 勝治

議会事務局は、町民の代表である議会及び議員の活動が活発に行えるように、執行部の関係

部・課と緊密な連携、調整を行うと共に、町民の皆さまの貴重なご意見の情報収集や多様なニー

ズの調査など、議会の政策立案、監視機能の強化のため課題等の情報収集や資料の作成に努

め、研修会への積極的な参加を行うなど、様々な議会活動が適切に行われるようサポートしてまい

ります。

開かれた議会の取組については、「町議会の活性化と改革への取り組み」、「公平・公正な議会

づくり」など南風原町議会が、町民の皆さまの要望にどのように取り組んでいるかを議会ホーム

ページや議会だよりを充実させることにより、議会活動の情報のいち早い公開と本会議のライブ中

継・録画の配信行い、町民との意見交換会の開催などを引き続き実施することにより、町民の皆様

と共に「情報の共有」、「町民参画」「協働のまちづくり」をめざし、様々な議会活動が適切に行われ

るよう全力でサポートします。

■総務部長 宮平 暢

令和3年度予算は、「第五次南風原町総合計画」に掲げた「ともにつくる黄金南風の平和郷」の
は え さ と

実現を目指し「まちづくりの目標」と「達成するための柱」に掲げた各施策を推進することを基本方

針に、新型コロナウイルス感染拡大による難局を乗り越え、前進するための予算を編成しました。

新型コロナウイルス感染症への対応を最優先として、全庁一丸となって総力を挙げて取り組みま

す。また、第三次財政健全化計画に基づき、将来にわたって安定したサービスの提供がおこなえ

るよう、健全で持続可能な財政運営を進めながら、情勢等の変化に注視し、緊急的な課題に対し

ては機動的かつ柔軟に対応します。

さらに近年、頻発化・激甚化する大規模自然災害への対応として関係機関と平時からの連携を

図り、防災・減災の強化を行います。

今後も引き続き、南風原町に「住んで良かった」「ずっと住み続けたい」、そう思っていただけるよ

うな魅力ある町づくりに、誠心誠意取り組みます。

■民生部長 知念 功

民生部では、「第二次南風原町地域福祉推進計画」に基づき、関係機関と連携し地域で支え合

い誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを推進します。併せて、新型コロナウイルスワクチン接

種が一日でも早く実施できるよう、万全の体制で取り組みます。

子ども・子育て支援では、「第二期南風原町子ども・子育て支援事業計画」に基づく、子育て世

代の包括的支援の充実に取り組みます。中学卒業までの現物給付による医療費助成を引き続き

実施し、こどもの健全な育成と子育て世帯の負担軽減を図ります。また、待機児童の解消に向け
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認可保育園の増築と小規模保育園の開園による定員増及び保育士確保策に継続して取り組みま

す。こどもの貧困、社会的孤立の防止に向けた取り組みでは、子ども元気支援員の増員と居場所と

なる子ども元気ROOMの設置、若年妊産婦支援の充実を図り支援が必要な子どもをしっかりと支

え、子ども達が夢と希望を持って成長していけるよう取り組みを推進します。

障がい者（児）・高齢者支援では、今年度から令和５年度までの「第５次南風原町障がい者計画

・第６期障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画」、「第９次南風原町高齢者保健福祉計画」を

推進し、福祉サービスの充実及び相談支援体制の強化に努めます。

健康づくりにおいては、引き続き、学童期の生活習慣病予防健診を実施するとともに、町民の健

康長寿を目指し、特定健診の受診率向上、生活習慣病の発症予防、重症化予防等の各ライフス

テージの健康課題を踏まえた健康づくり支援事業に取り組みます。

■経済建設部長 金城 克彦

経済建設部では、第五次南風原町総合計画のまちづくり目標である「工夫と連携で産業が躍動

するまち」の目標を達成するために各種事業を展開します。農業振興については、農地の有効活

用を推進し、農地の保全や土壌改良・地力増強を促進するための土づくり奨励補助を継続しま

す。また、担い手育成などにおいては、南風原町農業委員会の農地利用最適化推進委員、JA、

農地中間管理機構と連携し耕作放棄地や遊休農地の解消に努め、農地の確保や農業次世代人

材投資資金交付金による新規就農者の営農定着を支援し担い手育成を図ります。

商工関係については、特産物の商品開発や販路拡大を商工会と連携し取り組みます。また、町

内中小企業の経営基盤の強化が図られるよう支援を強化し、さらに、本町への新たな企業立地の

促進・支援を強化し雇用の拡大を図ります。

伝統工芸産業振興については、本町の重要な伝統的工芸品である琉球絣・南風原花織の生産

技術の向上、担い手の育成及び工芸品の価値を高めるための取り組みを行うと共に販路の拡大

等を琉球絣組合と連携し取り組みます。

観光関係については、魅力ある観光で地域が潤うまちを目指し、観光客の誘致につながる新た

な観光資源の創出や観光発信としてのプロモーション方法の調査・研究等を観光協会と連携して

取り組みます。

また、「みどりとまちが調和した安全・安心のまち」の目標を達成するための「快適で文化的に暮

らせるまちづくり」として第五次南風原町総合計画の土地利用構想等と整合を図る都市マスタープ

ランの見直しに取り組みます。また、黄金森公園、津嘉山公園の整備、津嘉山北土地区画整理事

業及び街路事業と連携した汚水の整備、照屋地区の雨水整備を進めます。「利便性のよい魅力あ

るまちづくり」として大名地内の町道１０号線、兼城地内の町道48号線、津嘉山地内の町道７３号線

道路改良事業、津嘉山中央線街路事業などの道路整備に取り組みます。また、照屋地内の町道６

８号線は、照屋橋の整備に着手します。
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■教育部長 金城 郡浩

南風原町教育委員会では、第五次南風原町総合計画で掲げた「きらきらと輝く人が育つまち」を

まちづくり目標とし、「家庭教育」、「ふるさと教育」、「学校教育」を通じて、自ら考え、決め、行動で

きる人づくり、そして人をつなげることでより大きな力が発揮できるよう、人と人のつながりを育む環

境づくりを、家庭と学校、地域が一丸となって取り組みができるよう各種事業を展開します。

令和３年度から教育環境のさらなる充実と指導力の強化を図るため、指導主事の1名増員、「ＧＩ

ＧＡスクール構想」の実現に向け整備・強化した、町内小中学校のＩＣＴ環境を活用し、これまで取

組んできた児童・生徒の基礎学力の定着と併せて、引続き「読解力」の強化に取組み「確かな学

力」向上の推進を図ります。

幼稚園教育、保育については、子どもを取り巻く環境の変化を踏まえた幼児教育の重要性を捉

え、専任園長配置や「幼保連携認定子ども園の検討」など様々な事業を展開し、より一層の幼稚園

教育及び保育の充実を推進します。

教育施設については、公立幼稚園、小中学校のLED照明へ切り替えによる、環境改善と温室効

果ガスの削減やコスト削減、令和２年度から稼働している空調設備もあわせ、快適な教育環境の中

で、児童生徒へさらにきめ細やかな教育が行えるよう取り組みます。さらに、「学校応援隊はえば

る」のボランティアの方々と「地域と共に、地域に開かれた学校づくり」を推進します。

平和学習・交流・観光関連事業の推進については、沖縄陸軍病院南風原壕群の活用、「子ども

平和学習交流事業」による小学生の派遣、「青少年の国際交流」による中学生のハワイとの交流を

実施します。また、海外移住者子弟を南米から受け入れ親戚や町民との交流を図ります。

スポーツ振興として、各種運動（体育）施設や学校施設の開放を推進し、黄金森公園施設を活

用して引き続きプロスポーツ等のキャンプ誘致に取り組みます。

家庭・学校・地域社会の相互連携のもとに、時代の変化に対応し得る教育の方法を追求し、社

会に貢献できる人材の育成と生涯学習社会の推進を図るため、引きつづき南風原大学を開校しま

す。
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令和３年度 町の予算規模について

本町の令和３年度当初予算は、令和２年１０月から令和３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（公営企業会計除く）の予算総額は１９８億４，５１４万

円で、令和２年度と比較して１１億８，３８８万円の増となっています。

一般会計の主な増減理由としまして、まず収入面ではこれまで増加傾向であった町税につ

いて、新型コロナウイルス感染症の影響を受けると見込み、前年度とほぼ横ばいとなっておりま

す。しかし、国や県の補助事業の増に伴う国庫支出金、県支出金の増が合わせて５億５，１８７

万円、また臨時財政対策債の発行見込額が４億１７０万円の増となっております。

支出面では、津嘉山中央線街路事業（２工区）や保育所等整備交付金事業の減はあるもの

の、法人保育園運営費補助や北丘小学校体育館等整備事業、新型コロナウイルスワクチン接

種対策事業などにより増となっております。

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

令和３年度と令和２年度の各会計の予算規模一覧表

令和３年度 令和２年度 増減額
対前年度

増減率（%）

Ａ Ｂ Ｃ（Ａ－Ｂ） C÷Ｂ

1,473,720 1,370,600 103,120 7.5

409,955 410,622 △ 667 △ 0.2

67,796 53,473 14,323 26.8

33,043 31,431 1,612 5.1

1,984,514 1,866,126 118,388 6.3

※下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計は
　令和２年度より下水道事業会計（公営企業会計）へ移行しました。

土地区画整理
事業特別会計

後期高齢者医療
特別会計

合計

（単位：万円）

会　計　別

一般会計

国民健康保険
特別会計

令和３年度 令和２年度 増減額
対前年度増

減率（%）
Ａ Ｂ Ｃ（Ａ－Ｂ） Ｃ÷Ｂ

事業費 67,022 53,908 13,114 24.3

減価償却等 30,579 30,303 276 0.9

合計 97,600 84,211 13,389 15.9

（単位：万円）

公営企業会計

下水道事業会計

令和３年度 町の予算規模
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令和３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

【新規】 学校ＩＣＴ環境整備事業

文科省が提唱する「GIGAスクール構想の実現」に向け整備した、
各学校の校内通信ネットワークや児童生徒一人一台端末を活用
し、遠隔授業や動画配信など様々な授業スタイルに対応した環境
を維持していきます。
令和３年度は、ネットワーク保守の委託や児童生徒一人一台端末
などの購入を行います。

31

【新規】
北丘小学校体育館等整
備事業

北丘小学校の体育館・プールは創立から４０年が過ぎ、老朽化に
よる不具合等が発生している状況があり、その都度、修繕等で対
応してまいりました。今回改築（建替え）を行うことにより、児童がよ
りよい教育を受けられる環境を作ります。

34

【新規】
幼・小・中照明ＬＥＤ化事
業

低炭素社会への転換を推進し、地球温暖化対策へ寄与するととも
に、学校施設における二酸化炭素排出量を削減するため、町立
幼稚園、小学校、中学校にある既存の室内灯（蛍光灯）等を環境
負荷の少ないLED照明等への切り替えを行います。

35

【新規】
新型コロナウイルスワク
チン接種対策事業

新型コロナウイルスワクチンの接種費用です。
○対象年齢：１６歳以上（ファイザー社製の場合）
○接種回数：２回（ファイザー社製の場合）
○接種間隔：３週間（ファイザー社製の場合）
○接種場所：町立中央公民館での集団接種及び
　　　　　　　　 町指定医療機関での個別接種
○１回当たり経費：２,２７７円

63

【新規】 保育所等PCR検査事業

保育所等ＰＣＲ検査事業は、新型コロナウイルス感染拡大・予防
対策として町内にある公立保育所、認可保育園、地域型保育施
設、認定こども園、認可外保育施設（企業主導型含む）に勤務す
る職員が、ＰＣＲ検査を受けた場合に１回あたり５，５００円（上限３
回分）を補助する事業です。

87

【新規】 橋梁長寿命化点検事業

重要な道路ネットワーク上の道路橋について、近い将来更新時期
を迎えようとしています。橋梁長寿命化計画を策定することで、より
計画的、効率的に橋梁の管理を行い、維持・修繕・架替えに係る
費用を縮減し、予算を平準化して合理的で経済的な維持管理を
図ります。

131

【新規】
町道４８号線道路改良事
業

この道路は、町道４号線を起点とし国道３２９号を終点とする兼城
地域の生活道路です。近郊には南風原小学校や南風原中学校
があるため、児童生徒の通学路としても多く利用されている重要な
路線です。しかしながら、本路線は道路路肩の法面崩壊により、
応急的に片側通行等の対策を行っている状態であるため早期に
対策を講ずるべき必要がある。本路線を整備することにより、地域
住民や児童生徒の安全性が確保され、地域の生活環境も改善が
図られることから、地域振興に寄与します。
令和３年度は実施設計委託業務、道路改良工事を実施します。

136

きらきらと輝く人
が育つまち

事　　業　　名　　称

ちむぐくるでとも
につくる福祉と健
康のまち

みどりとまちが調
和した安全・安心
のまち
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「南風原町第五次総合計画」にもとづいた令和３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 きらきらと輝く人が育つまち

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

安らぎと豊かな人間関係、生
きる力を育む、家庭教育 教育相談事業 22,524 学校教育課 15

子ども平和学習交流事業 1,137 生涯学習文化課 16

国際交流事業（育英会） 4,750 生涯学習文化課 18

放課後子ども教室推進事業 2,732 生涯学習文化課 19

地域学校協働活動推進事業 6,377 生涯学習文化課 19

はえばる大学運営事業 100 生涯学習文化課 20

陸軍病院壕公開活用事業 3,538 生涯学習文化課 20

公民館活動の充実事業 32,878 生涯学習文化課 22

公民館講座事業 1,000 生涯学習文化課 22

学校給食用材料に係る経費 280,321 教育総務課 24

調理場施設維持管理事業 19,242 教育総務課 24

就学奨励事業 109,402 学校教育課 25

幼稚園就園援助事業 1,287 学校教育課 26

幼稚園にかかる経費（各幼稚園経費除く） 111,531 学校教育課 26

各幼稚園にかかる経費 15,706 学校教育課 27

英会話教育の充実 22,243 学校教育課 28

学校教育事業 27,928 学校教育課 29

特別支援教育支援員（ヘルパー）配置事業 85,834 学校教育課 29

（単位：千円）

事業名称

地域に学び、地
域を愛する人を育
む、ふるさと教育

きらきらと輝く人が
育つまち

個性を伸ばし、豊
かな心と健やかな
体を地域と育む、
学校教育

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 2,042 議会事務局 9

広報・広聴事業 6,741 総務課 10

町善行・功労賞事業 481 総務課 11

区長（自治会長）事務委託事業 44,265 総務課 11

女性政策推進事業 6,548 企画財政課 13

（単位：千円）

事業名称

みんなで考え、み
んなで創るわくわ
くするまち

情報の共有でひ
らかれたまち

自ら考え、行動
し、みんなで創る
まち

事業別予算一覧
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事業別予算一覧

Ⅱ きらきらと輝く人が育つまち

Ⅲ ちむぐくるでともに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

スクール・サポート・スタッフ配置事業 11,990 学校教育課 30

学校ＩＣＴ推進事業 20,047 学校教育課 30

新規 学校ＩＣＴ環境整備事業 16,214 学校教育課 31

小学校（学校管理費・教育振興費） 91,098 学校教育課 32

中学校（学校管理費・教育振興費） 51,912 学校教育課 33

学習支援員等配置事業 34,732 学校教育課 33

幼稚園体育活動充実事業 1,798 教育総務課 34

新規 北丘小学校体育館等整備事業 47,190 教育総務課 34

新規 幼稚園・小学校・中学校教室照明ＬＥＤ化事業 23,219 教育総務課 35

（単位：千円）

事業名称

個性を伸ばし、豊
かな心と健やかな
体を地域と育む、
学校教育

きらきらと輝く人が
育つまち

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

ちむぐくるで支えあう安心し
て暮らせるまち 社会福祉団体育成事業 107,449 こども課 37

国民健康保険事業（国民健康保険特別会計） 4,099,549 国保年金課 39

高齢者医療対策費 334,011 国保年金課 46

婦人がん検診事業 9,563 国保年金課 46

住民健診（健康診査）事業 26,620 国保年金課 47

後期高齢者医療事業(後期高齢者医療特別会計) 330,426 国保年金課 49

介護予防事業 40,141 保健福祉課 50

認知症施策推進事業 5,924 保健福祉課 53

介護保険運営事業 377,029 保健福祉課 53

新生児妊産婦訪問指導事業 1,400 国保年金課 56

未熟児養育医療事業 2,909 国保年金課 57

１歳６ケ月児健康診査事業 2,753 国保年金課 57

３歳児健康診査事業 3,643 国保年金課 57

妊婦一般健康診査事業 52,135 国保年金課 58

乳児一般健康診査事業 8,323 国保年金課 59

長寿県復活　食の応援事業 4,945 国保年金課 59

（単位：千円）

事業名称

健康づくりの推進

ちむぐくるでともに
つくる福祉と健康
のまち
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Ⅲ ちむぐくるでともに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

予防接種事業 204,829 国保年金課 60

新規 新型コロナウイルスワクチン接種対策事業 143,269 国保年金課 63

宮平保育所運営事業 40,487 こども課 64

認可保育園事業・補助（保育所運営費） 2,394,253 こども課 65

延長保育促進事業 32,388 こども課 67

障がい児保育事業（町単独事業） 29,819 こども課 67

一時保育事業 10,806 こども課 68

認可保育園事業・町単独事業 5,024 こども課 69

地域型保育事業・補助 290,061 こども課 70

保育対策総合支援事業 86,484 こども課 71

待機児童対策特別事業 5,280 こども課 72

保育所等整備交付金事業 65,431 こども課 73

利用者支援事業 2,352 こども課 73

認可外保育園事業・町単独事業 2,904 こども課 74

認可外保育園事業・補助事業 6,552 こども課 74

ひとり親家庭認可外利用料補助事業 1,656 こども課 75

母子父子家庭医療費助成事業 14,641 こども課 76

こども医療費助成事業 255,675 こども課 77

子供の貧困緊急対策事業 46,199 こども課 78

病児保育事業 8,967 こども課 78

児童館運営事業・単独 41,403 こども課 79

学童保育事業・補助 310,409 こども課 80

放課後児童の居場所づくり支援事業 12,377 こども課 82

ファミリーサポートセンター事業 5,686 こども課 82

地域子育て支援拠点事業 17,669 こども課 83

児童手当事業 969,486 こども課 84

（単位：千円）

事業名称

健康づくりの推進

ちむぐくるでともに
つくる福祉と健康
のまち 子ども・子育て支

援の充実

事業別予算一覧
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事業別予算一覧

Ⅲ ちむぐくるでともにつくる福祉と健康のまち

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

認定こども園事業・補助 132,432 こども課 85

正規雇用化促進事業 13,992 こども課 86

幼児教育・保育無償化事業 96,548 こども課 87

新規 保育所等PCR検査事業 11,154 こども課 87

包括的支援事業 37,875 保健福祉課 88

生活支援体制整備事業 7,502 保健福祉課 89

家族介護支援事業 7,898 保健福祉課 90

在宅医療・介護連携推進事業 2,003 保健福祉課 92

高齢者地域支援体制整備・評価事業 8,988 保健福祉課 93

重度心身障害者医療費助成事業 55,004 保健福祉課 95

自立支援医療費事業 57,731 保健福祉課 96

市町村地域生活支援事業 53,722 保健福祉課 98

介護給付・訓練等給付事業 1,241,573 保健福祉課 102

敬老会事業 1,091 保健福祉課 105

高齢者慶祝 2,917 保健福祉課 105

子ども・子育て支
援の充実

（単位：千円）

事業名称

障がい者（児）・高
齢者支援の充実

ちむぐくるでともに
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

農業委員会運営事業 10,998 産業振興課 107

新規就農一貫支援事業 8,000 産業振興課 108

地力増強対策事業 3,000 産業振興課 108

多面的機能支払交付金 1,542 まちづくり振興課 109

住宅リフォーム支援事業 2,000 まちづくり振興課 110

商工会の育成強化 16,804 産業振興課 110

商品開発・技術力強化事業 14,993 産業振興課 111

工夫と連携で産
業が躍動するまち

（単位：千円）

事業名称

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
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事業別予算一覧

Ⅳ 工夫と連携で産業が躍動するまち

Ⅴ みどりとまちが調和した安全・安心のまち

まちづくり目標 達成の柱 事業費 担当課 ページ

観光事業 28,957 産業振興課 113

観光ＰＲ促進事業 4,287 産業振興課 114

黄金森公園スポーツ施設活性化事業 17,601 教育総務課 114

歴史と伝統を誇る
工芸産業の振興

琉球絣等伝統工芸事業 19,682 産業振興課 116

工夫と連携で産
業が躍動するまち

（単位：千円）

事業名称

地域の連携で創
る観光の振興

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 476,001 総務課 119

防災体制強化事業 13,905 総務課 120

不発弾処理促進事業 6,130 総務課 121

津嘉山公園整備事業 49,065 都市整備課 122

都市公園管理事業 12,350
まちづくり振興課
都市整備課 123

下水道事業（公営企業会計） 670,218 区画下水道課 124

南風原町観光景観美化整備事業 20,320 都市整備課 130

新規 橋梁長寿命化点検事業 16,000 まちづくり振興課 131

津嘉山地区・照屋地区発掘調査事業 21,730 生涯学習文化課 132

道路維持事業 10,089 まちづくり振興課 133

都市計画振興事業 40,733 まちづくり振興課 133

町道７３号線道路改良事業 64,771 都市整備課 135

新規 町道４８号線道路改良事業 24,320 都市整備課 136

津嘉山中央線街路事業 4,731 都市整備課 137

津嘉山北土地区画整理事業（土地区画整理事業特別会計） 677,961 区画下水道課 138

（単位：千円）

事業名称

みどりとまちが調
和した安全・安心
のまち

安全・安心に暮ら
せるまちづくり

快適で文化的に
暮らせるまちづく
り

利便性のよい魅
力あるまちづくり
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事業別予算一覧

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 1,388
住民環境課
区画下水道課 143

公害対策事業 1,269 住民環境課 147

指定ごみ袋還元基金事業 4,262 住民環境課 148

ごみ減量促進事業 12,168 住民環境課 149

ごみ処理対策事業 235,124 住民環境課 151

し尿処理事業 31,036 住民環境課 152

（単位：千円）

事業名称

環境と共生する美
しく住みよいまち

環境への取り組
み

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 83,119 議会事務局 153

企画事務事業 40,920 企画財政課 155

電子計算事務事業 44,382 企画財政課 156

基幹系事務事業（番号制度関係等） 71,986 企画財政課 156

ふるさと納税推進事業 178,782 企画財政課 157

住基・印鑑登録事務事業 50,938 住民環境課 158

町県民税に係る経費 14,195 税務課 161

固定資産税に係る経費 15,002 税務課 161

賦課徴収事業 20,513 税務課 163

（単位：千円）

事業名称

行財政計画
効率的で健全な
行財政運営


