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　子育てを地域で応援する会員組織「ファミリーサ
ポートセンター」を設立し、援助活動に関する連絡・
調整を行います。

　肉用牛経営の安定化を図るため、系統優良で市場
価格が高値で取引される高品質な肉用牛生産を行う
ための経費を助成します。

　サンコーポラス富来の施設整備を行い、若者定住
を考慮した拠点づくりを行っていきます。

　フッ化物洗口を導入することにより、学校と家庭
が連携し自分の歯をケアしていく子どもの育成を図
ります。

　くにさき姫だこのブランド化を促進するため、鮮
度保持技術の向上に寄与する施設を整備します。

【戦略・応援】 ファミリーサポート事業

【戦略】 優良繁殖雌牛導入事業

サンコーポラス富来改修事業

【応援】 歯の健康推進事業

沿岸漁業経営構造改善事業

 （福祉課） 　2,090千円

 （農政課） 　1,000千円

 （建設課） 　2,000千円

 （学校教育課） 　1,397千円

 （林業水産課）　　 　　12,801千円

  その他の主な事業

・幼稚園使用料軽減《学校教育課》 2,160千円
・【戦略】 義務教育学校（小中一貫教育校）
 創設事業《教育総務課》 83，830千円
・【応援】 小学校教育用情報機器更新事業《教育総務課》
  80,492千円
・【応援】 中学校教育用情報機器更新事業《教育総務課》
  42,320千円

  その他の主な事業

・【戦略】 七島イ生産維持拡大支援事業《農政課》
  2,000千円
・【戦略】 企業等農業参入推進事業《農政課》
  14,000千円
・【戦略・応援】 かき生産基盤整備事業《林業水産課》 
  3,500千円
・【戦略・応援】 創業・起業支援事業《活力創生課》
  15,615千円

  その他の主な事業

・【戦略・応援】 定住促進空き家
 　　　活用事業《活力創生課》 10,600千円
・【戦略】 移住・定住・交流推進
　　　　支援事業《活力創生課》 2,515千円
・【戦略・応援】 住宅新築・購入
　　　　　　 奨励金事業《活力創生課》 
  26,500千円
・【戦略・応援】 活力あふれる園芸産地
　　　　　　 整備事業（野菜）《農政課》 
  103,641千円
・【戦略】 青年就農給付金事業 《農政課》
  31,100千円

重点施策① 子育て支援対策

重点施策③ 起業・創業等産業支援対策

重点施策② 移住・定住対策

　チャイルドシートの着用を促進し、自動車に乗車
中の乳幼児を交通事故の被害から守るため、チャイ
ルドシートの購入を助成します。

　民間事業者及び大学等と連携し、高齢化社会・空
き家対策・自然災害等の地域が抱える諸問題につい
て、調査・研究し解決を図ります。

　かえで住宅の改修工事を実施し、設備面を充実さ
せ市内定住の促進を図ります。

　教育委員会にスクールソーシャルワーカーを配置
し、教職員、児童生徒及びその保護者を対象に指導
助言等を行うとともに、関係機関と連携し、いじめ
や不登校などの諸問題の解決を図ります。

　原木乾しいたけ生産における新規就農希望者の経
営開始に向けた支援策として、先進農家等への研修
に要する経費を助成します。

　新たに、サンコーポラス富来の家賃を引下げます。

　子育て世帯の経済的負担を軽減するため、第２子
以降の保育料を無料化します。

　首都圏や都市部より人材を積極的に誘致し、新産業
や雇用の創出を図るため、現地研修などを行います。

　都市部から移住してくるひとり親家庭に対して、
引越し費用と家賃補助を行います。

【応援】チャイルドシート購入補助事業

産学官連携事業

【応援】 かえで住宅改修事業

【応援】 スクールソーシャルワーカー活用事業

【戦略】 乾しいたけ新規就農給付金事業

【応援】市営住宅家賃等引下げ

【応援】保育料軽減

【戦略・推進・応援】 起業・創業
　　　　　　　　 スタートアップ事業

【戦略・応援】 移住シングルペアレント
　　　　　  生活応援事業

 （総務課） 4,000千円

 （活力創生課） 　970千円

  （建設課） 40,000千円

 （学校教育課）　 2,693千円

 （林業水産課）　 1,500千円

 （建設課）　 4,340千円

 （福祉課） 　48,170千円

 （活力創生課） 　24,299千円

 （活力創生課） 　2,700千円

新 規

拡 充

継 続

新 規

　こねぎトレーニングファーム卒業生に対して、リー
スハウス（小ねぎ栽培施設）を建設する経費に対し
て助成します。

【戦略・応援】 農山漁村振興交付金事業
  （農政課） 　61,600千円

継 続

新 規

新 規

継 続

新 規

新 規
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一般会計の主要事業

基金（貯金）残高の状況

市債（借入金）残高の状況

新 規

新 規

拡 充

新 規

新 規

  （単位：千円）

区　　分 Ｈ29当初予算 Ｈ28末見込額 Ｈ27末確定額
比 　較 （H29-H28）

増減額 増減率
一 般 会 計 12,569,649 13,834,261 13,623,703 △ 1,264,612 △ 9.1%

特別会計 520,412 529,371 590,863 △ 8,959 △ 1.7%

企業会計 1,547,725 1,566,907 1,520,661 △ 19,182 △ 1.2%

合　　計 14,637,786 15,930,539 15,735,227 △1,292,753 △ 8.1%
※市民１人あたりに

換算した額 494 538 531 △ 44 △ 8.1%

 （単位：千円）

区　　分 Ｈ29当初予算 Ｈ28末見込額 Ｈ27末確定額
比 　較 （H29-H28）

増減額 増減率
一 般 会 計 21,812,895 22,550,134 23,675,767 △ 737,239 △ 3.3%

特別会計 4,286,113 4,628,116 6,881,602 △ 342,003 △ 7.4%

企業会計 5,190,636 5,475,704 4,021,069 △ 285,068 △ 5.2%

合　　計 31,289,644 32,653,954 34,578,438 △1,364,310 △ 4.2%
※市民１人あたりに

換算した額 1,057 1,103 1,168 △ 46 △ 4.2%

（注）一般会計、特別会計の市債残高のうち、半分強は国が地方交付税の中で負担してくれるので、残りが市の実質的な負担となります。
（注）企業会計は、水道事業会計・工業用水道事業会計・市民病院事業会計です。
（注）市民1人あたりを算出するための国東市人口は、平成27年度末の住民基本台帳人口「29,612人」で計算しています。

（注）平成28年度末以降の基金残高は、決算までの動向により増減します。
（注）企業会計は、水道事業会計・工業用水道事業会計・市民病院事業会計です。
（注）市民1人あたりを算出するための国東市人口は、平成27年度末の住民基本台帳人口「29,612人」で計算しています。


