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令 和 2 年 度 

宇美町一般会計歳入歳出決算書附属資料 

（主要施策調書）

福岡県糟屋郡宇美町 





総　　　　務　　　　費





基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 17,002 9,429 7,573

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 3,319 3,238 81

事業名 『新修　宇美町誌』編さん事業

事業費
（決算額） 17,002

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

75-77

事業費名 町誌編さん事業費 担当課
町制施行100周年
事業推進事務局

9,429 7,573

事業費名 庁舎維持管理費 担当課 管財課

⑧個人を尊重し行政経営を進めるまち 77

事業内容

・これまでの『宇美町誌』は、昭和50年に町制施行50周年記念事業の一環と
して編さんされたものである。刊行から40年以上が経過し、社会情勢の変遷
や調査研究などによる歴史的事実の新しい解釈などが進んだことや現存して
いる貴重な資料の散逸・消失を防ぐとともに、整理保存を図るため、町制施
行100周年にあわせ『新修　宇美町誌』の編さんを行った。

実績等

・町誌編さん事業は、平成28年4月～令和2年12月まで実施してきた事業。
これまで町誌編さん委員会を中心に、資料収集・調査研究・執筆・編集を行
い、町制施行100周年である令和2年10月に『新修　宇美町誌』を刊行した。
○本の体裁：上下巻セット・本文613頁・オールカラー・Ａ4版
○発行部数：1,000部（うち有償頒布550部・価格3,000円）

事業名 庁舎修繕事業

実績等

・役場庁舎自動扉修繕　　　　　　　　　　　　　1,141千円
・庁舎内避難誘導灯ランプ取替他　　　　　　　　　543千円
・庁舎空調設備自動制御機器取替　　　　　　　　　335千円
・庁舎非常用発電装置燃料タンク塗装          　　176千円
・庁舎本館3階議会事務局系統室内基板他取替　　　 102千円
・その他修繕　　21件　　　　　　　　　　　　　1,022千円

事業費
（決算額） 3,319 3,238 81

事業内容

・庁舎施設の維持管理のため、緊急時も含め、修繕業務を実施した。
・庁舎内自動扉の一部について、保守点検時に不具合箇所が判明したため、
挟み込み事故等の未然防止、装置自体の機能回復を目的とした修繕作業を実
施した。
・庁舎施設内の空調設備、消防設備、衛生設備など機械設備の不具合が発生
したため、日々の業務に支障のないよう必要な修繕を行った。
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 1,705 3,573 -1,868

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源 188,500 188,500

一般財源 79 0 79

実績等

【主な改修内容】
・本館、西館、南館の外壁詳細現地調査
・本館、西館のアスベスト除去工事
・本館、西館、南館の外壁・屋上防水改修工事
・外構付帯工事

事業費
（決算額） 188,579 0 188,579

事業内容

・庁舎中心部となる本館は築43年が経過しており、外壁の剥離劣化や屋上防
水の劣化が進行し、他の棟も同様に劣化が進行している。再配置計画により
庁舎は今後最低20年間使用することから、外壁・屋上防水の長寿命化を目的
とした改修を実施した。

事業費名 庁舎維持管理費 担当課 管財課

事業名 庁舎外壁屋上防水改修事業

・庁舎電気管理技術者による保安点検時に判明した不具合に対応するため、
庁舎電気室内に設置する電気設備の一部について、更新工事を実施した。ま
た、同点検時に接地抵抗値不良（基準値超過）が判明しており、放置すれば
漏電による火災発生、保護装置不作動等のリスクが高まることが想定される
ため、抵抗値不良を解消する接地工事を併せて実施した。

実績等

・電気設備更新工事（※老朽化した機器更新）
　計器用交流器 2台、計器用変圧器 2台、屋内用断路器 3台、
　過電流継電器 1台
・接地工事（※接地抵抗値不良への対応）
　接地（アース）棒の打設

⑧個人を尊重し行政経営を進めるまち 79

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

⑧個人を尊重し行政経営を進めるまち 79

事業費名 庁舎維持管理費 担当課 管財課

事業名 庁舎電気設備改修事業

事業費
（決算額） 1,705 3,573 -1,868

事業内容
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 32,313 32,341 -28

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 2,654 0 2,654

事業名 町有地（普通財産）維持管理事業

事業費
（決算額） 32,313

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

⑧個人を尊重し行政経営を進めるまち 81

事業費名 公有財産管理費 担当課 管財課

32,341 -28

事業費名 公有財産管理費 担当課 管財課

⑧個人を尊重し行政経営を進めるまち 81

事業内容

・町有地の維持管理のため、宇美町内を３地区に分割し、前期（6～9月）､
後期（12～2月）の年２回、草刈業務を実施した。
・町内各自治会等から要望のあった町有地内に植生する樹木・竹林等の剪
定、伐採業務を実施した。
・その他、町有地の維持管理上、必要となる業務を実施した。

実績等

・草刈業務委託料　　　　　　 24,596千円
　　実施延べ面積238,856㎡
・町有地樹木管理業務委託料　　3,949千円
　　原田二丁目地内法面高木伐採、剪定他　全6件
・町有地清掃管理業務委託料　　3,768千円
　　軽作業員 延べ221人

事業名 ひばりが丘二丁目法面フェンス設置工事

実績等
・PCフェンス新設　L=189.4ｍ（H1,200㎜*W2,000㎜）
　うち、基礎ブロック設置  L=140.6ｍ
　うち、コンクリート削孔  L= 48.8ｍ

事業費
（決算額） 2,654 0 2,654

事業内容

・ひばりが丘二丁目地内法面は、表面浸食による浮き石や落石が発生してお
り、今後も大きな落石等が発生する可能性が高く、危険な状況が続いてい
た。法面に設置された階段を利用する歩行者や、法下道路を通行する車両の
安全を確保するため、法面中段部にフェンスの新設工事を行った。
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 3,712 3,458 254

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源 396,760 69 396,691

一般財源 0 149,922 -149,922

実績等

・ポータルサイト：ふるさとチョイス、楽天ふるさと納税、ふるなび、さと
ふる、ANAのふるさと納税
　【令和 2年度】寄附件数　53,511件、寄附金額　680,505,000円
　【平成31年度】寄附件数　20,367件、寄附金額　253,886,000円
　【平成30年度】寄附件数　 1,717件、寄附金額　 36,393,000円
　【平成29年度】寄附件数　　 619件、寄附金額　 19,210,000円

事業費
（決算額） 396,760 149,991 246,769

事業内容

・福岡県が認定した地域資源17品目を中心に返礼品の充実に取り組み、寄附
者への訴求効果を高め、ふるさと納税の寄附増額を図った。
・ポータルサイトを増やし、寄附者が利用しやすい環境を整えた。
・楽天ふるさと納税において、検索連動型広告・年末の返礼品特集への掲載
を行うなど広告を充実させた。また、メルマガの配信も行い、寄附者がリ
ピートしたくなるような広報活動も行った。

事業内容

・ＪＲ宇美駅前広場及び自転車駐車場の営繕、清掃、放置自転車の整理など
を委託し、月曜日から金曜日までの午前6時から午前9時まで、2人体制で実
施した。
・駐輪場に設置している防犯カメラは、1か月分の動画を保存でき、盗難な
どの事件があった際には犯人検挙の一助となっている。

実績等

・光熱水費（電気・水道）　　　　　720千円
・消防設備保守点検料　　　　　　　 24千円
・清掃業務委託料　　　　　　　　　648千円
・自転車駐車場管理業務委託料　　1,718千円
・防犯カメラシステムリース料　　　415千円

事業名 ふるさと宇美町応援寄附事業

事業費名 ふるさと宇美町応援寄附事業費 担当課 まちづくり課

⑧個人を尊重し行政経営を進めるまち 83

事業名 ＪＲ宇美駅前広場管理事業

事業費
（決算額） 3,712

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

⑥住みやすい環境づくりを進めるまち 81-83

事業費名 ＪＲ宇美駅前広場管理費 担当課 まちづくり課

3,458 254
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 60,450 61,324 -874

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 28,752 3,215 25,537

実績等

・自治会公民館等整備費補助金(28,752,000円)
とびたけ一自治会公民館(トイレ改修及び台所床張替え等)  359,000円
井野自治会公民館(フェンス修繕)    321,000円
神山手自治会公民館(トイレ改修)  1,394,000円
障子岳自治会公民館(雨漏り調査及び外部改修)  277,000円
原田下自治会公民館(敷地内フェンス修繕)      160,000円
新成自治会公民館(空調機器修繕)    357,000円
四王寺坂二自治会(トイレ改修)    2,317,000円
原田上自治会公民館(雨漏り改修)    253,000円
山の内自治会公民館(新築工事)   23,314,000円

事業費
（決算額） 28,752 3,215 25,537

事業内容
・地域コミュニティの拠点施設である自治会公民館等を整備充実するため、
自治会公民館等整備費補助金を交付した。

事業内容

・人的支援として、地域コミュニティと行政のつなぎ役として地域づくり
コーディネーターを配置、その他財政的支援として、地域コミュニティ交付
金を交付することにより、地域の創意工夫を活かし、町民が主役の共働のま
ちづくりを支援した。

実績等

・地域づくりコーディネーター2名を中心に各小学校区コミュニティ運営協
議会の会議等へ参加し、地域の状況に応じた支援を図った。
・地域コミュニティ交付金(54,621,023円)
原田小学校区コミュニティ運営協議会   13,177,760円
桜原小学校区コミュニティ運営協議会   11,566,080円
宇美小学校区コミュニティ運営協議会   13,471,760円
井野小学校区コミュニティ運営協議会    7,224,383円
宇美東小学校区コミュニティ運営協議会  9,181,040円

事業名 自治会公民館等整備費補助金

事業費名 地域コミュニティ支援事業費 担当課 まちづくり課

①共働による活力あるまち 87

事業名 地域コミュニティ支援事業

事業費
（決算額） 60,450

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

①共働による活力あるまち 87

事業費名 地域コミュニティ支援事業費 担当課 まちづくり課

61,324 -874
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源 2,500 0 2,500

一般財源

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 153 150 3

実績等

・共働事業提案制度補助金
【令和2年度】2団体  152,593円
【平成31年度】2団体  150,712円
【平成30年度】2団体  123,144円

事業費
（決算額） 153 150 3

事業内容
・町民活動団体による先駆性、専門性、独自性等を活かした提案をもとに、
町と共働で実施する公益的な事業に対し、共働事業提案制度補助金を交付し
た。

事業内容
・コミュニティ活動に必要な備品の整備や地域文化の支援等を目的とした宝
くじの社会貢献広報事業としてコミュニティ助成事業補助金を交付した。

実績等
・原田下自治会における子ども神輿実施のための備品(神輿、法被、うち
わ、巴太鼓)の購入費 2,503,380円(内助成金額:2,500,000円)

事業名 共働事業提案制度補助金

事業費名 共働のまちづくり推進事業費 担当課 まちづくり課

①共働による活力あるまち 89

事業名 コミュニティ助成事業補助金

事業費
（決算額） 2,500

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

①共働による活力あるまち 87

事業費名 地域コミュニティ支援事業費 担当課 まちづくり課

0 2,500
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 2,547 2,001 546

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源 5,190 5,171 19

一般財源 0 499 -499

事業名 ボランティア・町民活動支援センター運営業務

事業費
（決算額） 2,547

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

①共働による活力あるまち 89

事業費名 ボランティア・町民活動支援事業費 担当課 まちづくり課

2,001 546

事業費名 交通安全対策事業費 担当課 都市整備課

②安全に暮らせるまち 89

事業内容
・町内における町民ボランティア活動の健全な発展及び町民の自主的かつ自
発的な活動の促進を図るため、宇美町ボランティア・町民活動支援センター
「ふみらぽ」の運営を行った。

実績等

・宇美町ボランティア・町民活動支援センターに会計年度任用職員2名(月12
日勤務)を配置して運営を行った。
・新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、予定していたボランティア
育成講座及びボランティア交流会の開催ができなかったが、広報誌や
Facebookを通じて、各団体の活動等を紹介したり、ボランティアに関する啓
発を行った。

事業名 交通安全施設整備事業

実績等

・道路反射鏡修繕3件    　　事業費　　380,600円
・車止め等修繕1件　　　　　事業費　　 75,350円
・交通安全施設整備工事9件　事業費　4,733,850円
 （区画線・防護柵・反射鏡設置等）

事業費
（決算額） 5,190 5,670 -480

事業内容
・通行の安全性を高め交通事故防止を図るため、交通安全対策特別交付金を
活用し、交通安全施設の整備及び修繕を実施した。
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 8,880 7,685 1,195

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源 39,042 495 38,547

一般財源 0 3,512 -3,512

実績等

・2020年（令和2年）は、町制施行100周年の当該年として各種記念イベント
を実施した。コロナウィルス感染症の影響を受けて事業規模を縮小せざるを
得ない状況となったが、次の100年に向けた魅力溢れる宇美町を創造するた
めの事業を可能な限り行った。

事業費
（決算額） 39,042 4,007 35,035

事業内容
・2020年（令和2年）に迎えた町制施行100周年を町勢発展の契機とし、次の
100年に向けた魅力ある宇美町を創造する取組を行う事業。

事業内容
・防犯環境の充実のため、防犯灯の管球交換及びＬＥＤ器具への交換を実施
した。

実績等

・防犯灯修繕（管球交換等）365件　 事業費  2,026,200円
・防犯灯修繕（ＬＥＤ交換）315件　 事業費  6,391,660円
・防犯灯設置工事1件               事業費    462,000円
　LED化率　約40％

事業名 町制施行100周年記念事業

事業費名 100周年事業推進事業費 担当課
町制施行100周年
事業推進事務局

93-95

事業名 防犯灯整備事業

事業費
（決算額） 8,880

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

②安全に暮らせるまち 91

事業費名 防犯対策事業費 担当課 都市整備課

7,685 1,195
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 72,893 0 72,893

地方債

その他特定財源

一般財源

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 3,728,500 0 3,728,500

地方債

その他特定財源

一般財源

事業名 特別定額給付金給付事業

実績等

・総支給額　　3,728,500,000円
・総支給人数　37,285人
・総支給率　　99.9％
　　　　　　（給付対象世帯数：16,048世帯　給付対象人口：37,328人）
・受付期間　令和2年5月1日～令和2年8月24日

事業費
（決算額） 3,728,500 0 3,728,500

事業内容
・新型コロナウイルス感染症に伴う経済支援策にて、世帯員1人につき（令
和2年4月27日時点）10万円を世帯主に給付した。

事業費名 特別定額給付金給付事業費 担当課 健康福祉課

③人にやさしく、健やかに暮らせるまち 97

事業内容

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用
・新型コロナウイルス感染拡大の影響により、営業活動の縮小又は休業等を
余儀なくされ、売上高が著しく減少（前年同月比30％以上）した小規模事業
者を応援するため、小規模事業者応援給付金（1事業所あたり10万円）の給
付を実施した。

実績等

【給付対象】
・宇美町内に主たる営業所又は店舗等を有し、常時使用する従業員が
　20人以下の事業者
【支給件数】727件
【支 給 額】7,270万円
【受付期間】令和2年5月7日～8月31日

事業名 小規模事業者応援給付金給付事業

事業費
（決算額） 72,893 0 72,893

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

⑤産業の振興で活気を生むまち 95

事業費名 小規模事業者応援給付金給付事業費 担当課 まちづくり課
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 6,142 0 6,142

地方債

その他特定財源

一般財源

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 7,480 0 7,480

地方債

その他特定財源

一般財源 0 2,493 -2,493

実績等

・販売総額：100,000,000円・・・①
・プレミアム総額：20,000,000円・・・②
　負担額（県10,000,000円、町7,500,000円、商工会2,500,000円）
・発行総額：①＋②＝120,000,000円
・換金率：99.74%
・町補助金決算額：7,500,000円×99.74%＝7,480,500円

事業費
（決算額） 7,480 2,493 4,987

事業内容

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用
・町内における消費拡大を図るとともに、地域経済及び商工業の活性化に資
するため、宇美町商工会が実施する宇美町プレミアム付き地域商品券の発行
事業に対し、補助を行った。
・令和2年度は、新型コロナウイルス感染拡大により収入減少などの影響を
受けた事業者を支援するため、販売額を増額（8,250万円→1億2,000万
円）、プレミアム率を増率（10％→20％）して実施した。

事業内容

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、福岡県の休業要請に応じて、休
業、営業時間の短縮及びデリバリーなど「密」を避ける対策を実施した事業
者に対し、協力金として1事業者あたり10万円の給付を実施した。

実績等

【給付対象】
・宇美町内で休業対象施設を運営し、休業要請期間のうち10日以上休業等
　を実施したこと。
【支給件数】61件
【支 給 額】610万円
【受付期間】令和2年6月9日～7月31日

事業名 プレミアム付き地域商品券発行事業

事業費名
プレミアム付き地域商品券発行事業
費

担当課 まちづくり課

⑤産業の振興で活気を生むまち 97

事業名 休業要請協力店舗等協力金給付事業

事業費
（決算額） 6,142

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

⑤産業の振興で活気を生むまち 97

事業費名
休業要請協力店舗等協力金給付事業
費

担当課 まちづくり課

0 6,142

-10-



基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 1,974 0 1,974

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 3,370 0 3,370

事業名 飲食店利用促進事業費補助金交付事業（繰越事業）

実績等

【対象経費】
・広報に必要な経費　1団体あたり上限150万円
・クーポン券の負担に要する経費　1事業者あたり上限5万円
【交付決定団体】宇美町飲食店組合
【事業実施期間】令和2年12月16日～令和3年12月31日
【交付決定額】　3,370,000円

事業費
（決算額） 3,370 0 3,370

事業内容

※新型コロナウイルス感染症対応事業
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町内の飲食業を営む事業者が、
協力して飲食店の利用促進を図るための事業を開始することに対する支援を
実施した。

実績等

【対象経費】
・宅配サービス用の機械器具の借上料、購入費、燃料費、協力事業者が
　共通して使用する消耗品　など　　１団体当たり上限200万円
【交付決定団体】宇美町飲食店組合
【事業実施期間】令和2年10月30日～令和3年3月31日
【交付決定額】　1,974,477円

事業費名 飲食店宅配サービス等支援事業費 担当課 まちづくり課

⑤産業の振興で活気を生むまち 97

事業内容

※新型コロナウイルス感染症対応事業
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町内の飲食業を営む5事業者以
上で構成する組合等が、国の提唱する「新しい生活様式」に沿って、事業を
継続し新たな需要へ対応するため、飲食物のテイクアウト及び宅配サービス
事業を開始することに対する支援を実施した。

事業名 宅配サービス等事業費補助金交付事業

事業費
（決算額） 1,974 0 1,974

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

⑤産業の振興で活気を生むまち 97

事業費名 飲食店宅配サービス等支援事業費 担当課 まちづくり課
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 33,697 0 33,697

地方債

その他特定財源

一般財源

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 5,413 0 5,413

地方債

その他特定財源

一般財源

実績等

・マイナンバーカード用の統合端末（3台）購入
・住民基本台帳システム用端末（1台）購入
・マイナンバーカード申請用タブレット（1台）購入
・マイナンバーカード追記プリンタ（1台）購入
・マイナンバーカード窓口（3個所）改修工事実施
・戸籍窓口（2個所）改修工事実施

事業費
（決算額） 5,413 0 5,413

事業内容

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用
※個人番号ｶｰﾄﾞ交付事務費補助金活用
・役場本庁舎の感染防止対策として、マイナンバーカード交付窓口環境整備
等を行う事業。

事業内容

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用
・新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するとともに、国が提唱する「新
しい生活様式」の普及を図るため、感染防止対策を実施した町内の事業者に
対し、宇美町感染防止対策実施事業者協力金（1事業者あたり5万円）の給付
を実施した。

実績等

【給付対象】
・感染防止対策を実施するために合計で1万円以上の備品を購入し、
　それを設置した事業者
【支給件数】669件
【支 給 額】3,345万円
【受付期間】令和2年10月19日～令和3年3月31日

事業名 新型コロナウイルス感染防止施設環境対策事業

事業費名 庁舎内感染防止対策事業費 担当課 住民課

⑧個人を尊重し行政経営を進めるまち 99

事業名 感染防止対策実施事業者協力金給付事業

事業費
（決算額） 33,697

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

⑤産業の振興で活気を生むまち 97-99

事業費名
感染防止対策実施事業者協力金給付
事業費

担当課 まちづくり課

0 33,697
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 8,521 0 8,521

地方債

その他特定財源

一般財源

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 4,882 0 4,882

地方債

その他特定財源

一般財源

事業名 庁舎内新型コロナウイルス感染症感染防止対策事業

事業費
（決算額） 8,521

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

⑧個人を尊重し行政経営を進めるまち 99

事業費名 庁舎内感染防止対策事業費 担当課 管財課

0 8,521

事業費名 庁舎内感染防止対策事業費 担当課 管財課

⑧個人を尊重し行政経営を進めるまち 99

事業内容

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、感染症蔓延の長期
化に耐え得る消耗品及び備品の購入、分散勤務に対応した既存電話設備拡
充、備蓄倉庫整備を行い、感染防止対策環境を整備した。
・新型コロナ感染の再拡大が懸念されるなか、来庁者・職員の感染リスクを
軽減するため、本庁舎（本館・西館・南館）の共用スペース、窓口、執務室
などを中心に無光触媒抗菌コーティング作業を実施した。

実績等

・各種感染対策消耗品購入　　　　　　1,831千円
（アルコール、次亜塩素酸水、ペーパータオル、スプレーボトル等）
・非接触式アルコール消毒噴霧器購入　　266千円（11台）
・役場内電話設備拡充工事　　　　　　2,585千円（30台増設）
・庁舎備蓄保管庫設置工事　　　　　　　649千円
・庁舎無光触媒抗菌ｺｰﾃｨﾝｸﾞ業務委託　 3,190千円（3,124.83㎡）

事業名 新しい生活様式における契約入札関連システム整備事業

実績等

・電子入札システム用ICカード等購入経費　　111千円
（※ICカード、カードリーダ、セットアップドライバ等）
・契約入札関連システム整備業務委託　　　3,465千円
（※契約管理システム、競争参加資格審査申請受付システム）
・電子入札コアシステム使用料　　　　　　　240千円
・電子入札システム整備負担金　　　　　　1,066千円

事業費
（決算額） 4,882 0 4,882

事業内容

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用
・国が示す新しい生活様式に対応し、契約入札事務における他者との接触機
会を最低限に抑え、感染リスクの軽減に努めるため、公共工事等の契約入札
関連業務に関するシステム整備を行った。
〔整備システム概要〕
・契約管理システム　・競争参加資格審査申請受付システム
・電子入札システム
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 167 0 167

地方債

その他特定財源

一般財源 1 0 1

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 9,240 0 9,240

地方債

その他特定財源

一般財源

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 101

実績等
・消耗品費　　 22千円　（メガネ型フェイスシールド30個他 ）
・機械器具費　146千円　（非接触式アルコール消毒噴霧器6台）

事業内容

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用
①学校における新型コロナウイルス感染防止を徹底するため、放課後等に
　おいてトイレや手洗い場等の共用部分の消毒作業を業務委託する。
②児童・生徒、教職員の新型コロナウイルスの感染リスクを軽減するため、
　小中学校のトイレ及び保健室の無光触媒コーティング作業。

事業費名 学校内感染防止対策事業費 担当課 学校教育課

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 99

事業費名
こども教育総合支援センター内感染
防止対策事業費

担当課 こどもみらい課

事業名 こども教育総合支援センター内感染防止対策事業

事業費
（決算額） 168

実績等

①消毒業務委託
〔作業場所〕トイレのドアノブ・レバー、手洗い場の蛇口、階段の手すり、
            教室の扉、窓の鍵、照明のスイッチなど
〔作業人数〕2名×2班
〔作業頻度) 1校あたり週2回
〔作業時間〕放課後(16時頃～)   1～2時間程度
〔実施期間〕令和2年9月～令和3年3月(7か月間)　　　　5,665,000円
②無光触媒コーティング業務委託
〔作業場所〕トイレ（児童・生徒、職員、多目的）、保健室　等
〔作業範囲〕3,347.20㎡　※小中学校対象箇所総面積　 3,575,000円

0 168

事業内容
※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用
・メガネ型フェイスシールドや非接触式アルコール消毒噴霧器などを購入
し、利用者及び施設職員の感染防止対策を徹底して実施している。

事業名 消毒業務委託料

事業費
（決算額） 9,240 0 9,240
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 11,880 0 11,880

地方債

その他特定財源

一般財源

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 1,804 0 1,804

地方債

その他特定財源

一般財源

実績等
【網戸設置枚数】地域交流センター1階 4枚
                                2階16枚 計20枚
【改修】事務室　5カ所

事業費
（決算額） 1,804 0 1,804

事業内容

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用
・新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、地域交流センターの換気対策
として、事務室排煙窓の改修と地域交流センターの排煙窓に網戸を設置し
た。

事業内容

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用
・学校における新型コロナウイルス感染防止を徹底するため、小中学校の
教室等に加湿機能付の空気清浄機を購入。
※学校保健特別対策事業費補助金対象事業(補助率:国1/2)

実績等
〔購入台数〕小学校5校 144台、中学校3校 71台    合計215台
〔適用床面積〕①～31畳(～51㎡) 200台
              ②～25畳(～41㎡)  15台

事業名 地域交流センター感染防止対策事業

事業費名
地域交流センター感染防止対策事業
費(排煙窓改修）

担当課 社会教育課

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 101

事業名 保健衛生備品購入費（小中学校空気清浄機購入）

事業費
（決算額） 11,880

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 101

事業費名 学校内感染防止対策事業費 担当課 学校教育課

0 11,880
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 2,168 0 2,168

地方債

その他特定財源

一般財源

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 2,561 0 2,561

地方債

その他特定財源

一般財源

実績等

【網戸設置枚数：合計73枚】
・中央公民館1階　 ：談話室4枚／第一研修室2枚／大研修室8枚
・中央公民館2階　 ：談話室10枚／桜原小コミュニティ事務局5枚
　　　　　　　　  　第二研修室6枚／研修室4 2枚／研修室5 2枚
　　　　　　　　  　会議室5枚／多目的室8枚
・住民福祉センター：事務室（受付）3枚／事務室（社会教育課）7枚
　　　　　　　　　　事務室（団体事務局）1枚／和室5枚／料理研修室5枚

事業費名
中央公民館・住民福祉センター感染
防止対策事業費（網戸設置）

担当課 社会教育課

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 101

実績等
【確定申告期間】令和3年2月16日～3月12日
【予約受付件数】 1,829件(うち43件がキャンセル)
【税務署への案内】 315件

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

⑧個人を尊重し行政経営を進めるまち 101

事業費名 確定申告会場感染防止対策事業費 担当課 税務課

事業名 確定申告相談予約コールセンター業務委託事業

事業費
（決算額） 2,168

事業内容
※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用
・新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、中央公民館及び住民福祉セン
ターの換気対策として網戸を設置した。

0 2,168

事業内容
※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用
・宇美町確定申告特設会場において、新型コロナウイルス感染拡大防止を目
的に、当日申告会場での受付方法から、事前電話予約制に変更した事業。

事業名 中央公民館・住民福祉センター感染防止対策事業

事業費
（決算額） 2,561 0 2,561
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 16,600 0 16,600

地方債

その他特定財源

一般財源

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 14,332 11,134 3,198

事業名 町内福祉施設等応援給付金給付事業

事業費
（決算額） 16,600

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

③人にやさしく、健やかに暮らせるまち 101

事業費名
町内福祉施設等応援給付金給付事業
費

担当課 健康福祉課

0 16,600

事業費名 税務事務関係経費 担当課 税務課

⑧個人を尊重し行政経営を進めるまち 103

事業内容

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用
・新型コロナウイルス感染症が拡大する中、継続したサービスの提供に努め
ている町内の医療機関又は福祉事業を提供する事業所の従業者に敬意を表す
るとともに、引き続き継続して従事していただくための支援を目的として、
1事業所につき10万円（大規模施設は20万円）を支給した。

実績等
・保育施設、幼稚園等施設　 　　17件　 2,700,000円
・医療、介護、障がい福祉施設　123件　12,800,000円
・放課後児童クラブ　　　　　　 11件　 1,100,000円

事業名 町税過誤納還付事業

実績等

・法人町民税： 83件　10,828,100円（前年 78件　4,393,100円）
・個人住民税：117件　 3,303,799円（前年128件　4,974,133円）
・固定資産税：  6件　   187,500円（前年 15件　1,712,100円）
・軽自動車税：  1件　    12,900円（前年  3件     55,100円）

事業費
（決算額） 14,332 11,134 3,198

事業内容
・会計年度が終了した各税の過年度減額更正に伴う還付金を、現年度予算か
ら還付するもので、法人町民税の予定納税に対する還付や個人住民税、固定
資産税、軽自動車税の減額更正に伴う還付を行う事業。
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 2,138 2,119 19

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 396 418 -22

実績等
【確定申告期間】令和3年2月16日～3月12日
【派遣実績】（延べ日数18日）22,000円／1日

事業費
（決算額） 396 418 -22

事業内容
・確定申告宇美町特設会場において、相談者数の増加による確定申告相談員
の不足を補うため、税理士会へ税理士1名の派遣を委託する事業。

事業内容

・確定申告受付支援システムのメンテナンス、税法改正への対応等の保守業
務を委託する事業。
1,確定申告支援システム保守
2,課税原本管理システム保守
3,国税連携共通ツール保守

実績等
令和2年度町民税（令和3年5月末決算調定）
・納税義務者数　17,685人
・調定額　　　　1,564,287,649円

事業名 税理士派遣業務委託事業

事業費名 町民税賦課経費 担当課 税務課

⑧個人を尊重し行政経営を進めるまち 105

事業名 確定申告受付支援システム保守業務委託事業

事業費
（決算額） 2,138

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

⑧個人を尊重し行政経営を進めるまち 105

事業費名 町民税賦課経費 担当課 税務課

2,119 19
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 3,740 8,360 -4,620

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 897 897 0

実績等
・履行期間     令和2年6月19日～令和2年9月25日
・鑑定地点数   151地点(県との鑑定重複地点2カ所は含まない。)

事業費
（決算額） 897 897 0

事業内容
・地価の下落の変動率を、令和3年度の固定資産税土地評価額に反映させる
ため実施する業務。

事業内容

・庁内ネットワークにおいて、航空写真、地番図等が閲覧できる固定資産
管理システムのデータ更新及び保守業務。平成31年度に行った航空写真撮
影業務は、評価替えに伴い、3年に1度の実施のため、今年度は未実施であ
る。

実績等
・路線価データ更新、家屋図と地番図、住宅地図データの更新及びシステム
の保守業務を行った。

事業名 固定資産時点修正鑑定業務委託事業

事業費名 固定資産税賦課経費 担当課 税務課

⑧個人を尊重し行政経営を進めるまち 105

事業名 固定資産管理システムデータ更新業務委託事業

事業費
（決算額） 3,740

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

⑧個人を尊重し行政経営を進めるまち 105

事業費名 固定資産税賦課経費 担当課 税務課

8,360 -4,620
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 3,355 4,290 -935

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 660 654 6

実績等

・平成30年度　相談件数95件　納付額　37,683,192円
・平成31年度　相談件数72件　納付額　44,818,240円
・令和２年度　相談件数64件　納付額　56,446,963円
　(相談件数は延べ件数。納付額は納付予定額を含む。)
　前年度比11,628,723円増　125.95%

事業費
（決算額） 660 654 6

事業内容

・ファイナンシャルプランナーによる納付相談を通じてご自身で解決できな
くなってしまった多重債務等の滞納原因を分析し、長期的かつ総合的な視点
で実践的なアドバイスを行い、相談者の安定した生活再建のための生活改善
を支援することで、安定した納税を図り収入未済額の圧縮に繋げる事業。

事業内容
・令和3年度の固定資産（土地）評価替えにおいて活用する路線価格の算定
等を行う業務。(平成31、令和2年度の継続事業として実施)

実績等
・路線価比準表の作成及び評定を行い、町内全路線に路線価を付した。
（既存路線2,574本）

事業名 ファイナンシャルプランニング業務委託事業

事業費名 収納経費 担当課 財政課

⑧個人を尊重し行政経営を進めるまち 105-107

事業名 固定資産路線価評価業務委託事業

事業費
（決算額） 3,355

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

⑧個人を尊重し行政経営を進めるまち 105

事業費名 固定資産税賦課経費 担当課 税務課

4,290 -935
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 462 491 -29

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 13,776 0 13,776

地方債

その他特定財源

一般財源

実績等

・調査区数
   249調査区（一般調査区238、特別調査区11(※)）
   ※病院、老人ホーム、障がい者福祉施設、刑務所
・調査体制
   指導員25名、調査員167名、業務委託2社(※)
   ※特別調査区のうち調査に関する業務委託契約を行った事業所

事業費名 国勢調査関係経費 担当課 まちづくり課

⑧個人を尊重し行政経営を進めるまち 113-115

実績等

・住居表示台帳の補正
　　宇美1～6丁目　345箇所
　　とびたけ1～4丁目　36箇所
・住居表示板修繕必要箇所の把握
　　宇美1～6丁目　199箇所
　　とびたけ1～4丁目　157箇所

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

⑥住みやすい環境づくりを進めるまち 109

事業費名 住居表示関係経費 担当課 都市整備課

事業名 住居表示整備事業

事業費
（決算額） 462

事業内容

・統計法に基づき、令和2年10月1日を調査日とする国勢調査を実施した。令
和2年国勢調査宇美町推進本部を設置して、全庁的な情報提供や調査・審査
事務への協力体制をとった。
 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、調査事務にあたり、マス
クの着用、アルコール消毒の実施、検温を徹底し、世帯への説明は、できる
かぎりインターフォン越しで行い、調査票等の配布は、郵便受けやドアポス
トに入れる等対面を避け、インターネット又は郵送で回答するように世帯に
協力依頼を行った。

491 -29

事業内容
・住居表示実施地区の利便性を維持するため、宇美1～6丁目及びとびたけ1
～4丁目の住居表示板の設置状況を調査し、住居表示台帳の補正及び住居表
示板修繕必要箇所の把握を行った。

事業名 令和2年国勢調査実施事業

事業費
（決算額） 13,776 0 13,776
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 38,749 38,985 -236

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 3,190 0 3,190

実績等

・第2次総合福祉計画（Ｒ3～8年度）に含まれる計画
　（策定期間R3～5年度）　　　　　　　（策定期間R3～8年度）
　〇高齢者福祉計画　　　　　　〇地域福祉計画　〇地域福祉活動計画
　〇障がい福祉計画　　　　　　〇障がい者基本計画〇再犯防止推進計画
　〇障がい児福祉計画　　　　　〇成年後見制度利用促進基本計画

事業費名 社会福祉関係経費 担当課 健康福祉課

③人にやさしく、健やかに暮らせるまち 121

実績等

【令和 2年度】延べ利用者数　44,825人、運行日数　289日
【平成31年度】延べ利用者数　63,314人、運行日数　291日
【平成30年度】延べ利用者数　64,293人、運行日数　295日
【平成29年度】延べ利用者数　66,472人、運行日数　289日
【平成28年度】延べ利用者数　86,353人、運行日数　290日

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

③人にやさしく、健やかに暮らせるまち 117

事業費名 社会福祉事業費 担当課 まちづくり課

事業名 福祉巡回バス運行事業

事業費
（決算額） 38,749

事業内容
・第1次計画（Ｈ28～Ｒ2年度）の見直しと併せて、個別に作成していた計画
と、新規の計画を1つに統合策定する業務を委託にて実施した。

38,985 -236

事業内容

・福祉巡回バス「ハピネス号」（無償）の運行をバス会社に委託して定期運
行することにより、町内における移動に際しての交通手段としての利便性を
図った。
〔運行形態〕バス2台・1日4コース（①障子岳・とびたけ、②ゆりが丘・若
草、③ひばりが丘・貴船、④桜原・四王寺坂）、
〔運行時間〕月～金、日曜日の概ね8：30～18：30（約10時間）
〔現契約期間〕平成29年4月1日～令和4年3月31日（5年間）

事業名 総合福祉計画策定業務委託

事業費
（決算額） 3,190 0 3,190
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 2,772 3,385 -613

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 178,025 160,513 17,512

地方債

その他特定財源

一般財源 59,342 53,505 5,837

実績等
令和2年度  障害児施設給付費:述べ 2,584人  237,366,905円
平成31年度 障害児施設給付費:述べ 2,283人  214,017,773円

事業費
（決算額） 237,367 214,018 23,349

事業内容
・児童発達支援、放課後等デイサービス等の各支援を利用する児童の保護者
に対し、障害児施設給付費として支給した。

事業内容

・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳1・2級、療育手帳A判定、特定
疾患医療受給者証、被爆者健康手帳のいずれかを所持する在宅の方に対し、
タクシーの初乗り料金相当額（590円を限度とする。）の助成を行った。利
用券の交付枚数は、1月当たり3枚（年間36枚）。ただし、人工透析治療を要
する腎臓機能障がい者については、1月当たりの枚数を4枚（年間48枚）。

実績等

令和2年度
交付枚数 9,634枚、 交付者数 282人、利用枚数 4,387枚、 利用率 45.5%
平成31年度
交付枚数 10,396枚、 交付者数 299人、利用枚数 5,458枚、 利用率 52.5%
事務委託料　87,420円、車借上料　2,574,910円　、印刷製本費　110,000円

事業名 障害児施設給付事業

事業費名 障害児施設給付事業費 担当課 健康福祉課

③人にやさしく、健やかに暮らせるまち 123

事業名 福祉タクシー料金助成事業

事業費
（決算額） 2,772

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

③人にやさしく、健やかに暮らせるまち 121-123

事業費名 障害者福祉事業費 担当課 健康福祉課

3,385 -613
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 417,527 402,023 15,504

地方債

その他特定財源

一般財源 139,176 134,008 5,168

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 5,734 5,551 183

地方債

その他特定財源

一般財源 1,912 1,851 61

実績等
【令和 2年度】交付 62件　6,115,638円　　　　修理 26件　1,530,592円
【平成31年度】交付 38件　6,524,114円　　　　修理 30件　  877,640円

事業費
（決算額） 7,646 7,402 244

事業内容
・障がい者の身体上の障害を補うため、義肢や義眼、補聴器等の補装具の交
付や修理に係る給付費を支給した。

事業内容
・居宅、通所及び入所等の各種障がい福祉サービスの利用者に対し、自立支
援費を支給した。

実績等

【2年度】 ・障がい福祉サービス費：　　延べ5,231人　　547,163,973円
　　　　  ・相談支援費：　　　　　　　延べ  633人　　　9,027,991円
　　　　  ・高額障がい福祉サービス費：延べ　 13人　　　  510,605円
【31年度】・障がい福祉サービス費：　  延べ5,231人　　527,859,114円
　　　　　・相談支援費：　　　　　　　延べ  567人　　　8,078,391円
　　　　　・高額障がい福祉サービス費：延べ　  4人　　　　 93,163円

事業名 補装具費給付事業

事業費名 障害者自立支援給付事業費 担当課 健康福祉課

③人にやさしく、健やかに暮らせるまち 123

事業名 障害者自立支援給付事業

事業費
（決算額） 556,703

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

③人にやさしく、健やかに暮らせるまち 123

事業費名 障害者自立支援給付事業費 担当課 健康福祉課

536,031 20,672
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 57,694 62,983 -5,289

地方債

その他特定財源

一般財源 19,232 20,994 -1,762

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 4,618 4,412 206

地方債

その他特定財源

一般財源 3,476 5,153 -1,677

実績等

　　　　　　　　　　　　　　　  【令和2年度】　 　 　【平成31年度】
介護・訓練支援用具　　　　　　　3件 　173,880円　　  7件　 654,440円
自立生活支援用具　　　　　　　　4件 　108,144円　　  3件　 176,910円
在宅療養介護等支援用具　　　　　7件 　261,719円　   11件   459,402円
情報・意思疎通支援用具　　　　　2件 　111,140円　    6件   510,600円
排せつ管理支援用具　　　　　　815件 7,439,210円　　842件 7,763,994円

事業費
（決算額） 8,094 9,565 -1,471

事業内容

・障がい者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与す
ること等により、福祉の増進に資することを目的とし、介護・訓練支援用
具、自立支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排せつ
管理支援用具及び居宅生活動作補助用具（住宅改修）に係る給付費を支給し
た。

事業内容
・障がい者の身体機能障がいを軽減又は改善するための自立支援医療費を支
給した。

実績等

【令和 2年度】　　　　　　　　　　　【平成31年度】
　肢体不自由  0件  　       0円    肢体不自由  2件  　 162,800円
　心臓　　　 16件　   740,173円　　心臓　　　 12件　 6,474,751円
　腎臓      259件　75,051,600円　　腎臓      228件　76,188,803円
　肝臓　　　　2件     416,863円    肝臓　　　　2件     335,878円
  免疫　　　　4件　　 717,770円　　免疫　　　　4件　　 814,969円

事業名 日常生活用具費給付事業

事業費名 障害者地域生活支援給付事業費 担当課 健康福祉課

③人にやさしく、健やかに暮らせるまち 125

事業名 更生医療費給付事業

事業費
（決算額） 76,926

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

③人にやさしく、健やかに暮らせるまち 123

事業費名 障害者医療給付事業費 担当課 健康福祉課

83,977 -7,051
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 4,635 5,364 -729

地方債

その他特定財源

一般財源 3,488 6,267 -2,779

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 40,227 34,181 6,046

地方債

その他特定財源

一般財源 54,466 61,901 -7,435

実績等

・重度障害者医療支援者数
　　　　　　　　　年度末対象者数　　　年間医療支援者数
　　令和2年度　　　　　 690人　　　　　 延べ 16,320人
　　平成31年度　　　　　688人　　　　　 延べ 17,333人
　　平成30年度　　　　　691人　　　　　 延べ 17,428人

事業費
（決算額） 94,693 96,082 -1,389

事業内容
・身体障害者手帳1～2級の身体障害者、精神障害者福祉手帳1級の精神障害
者、IQ35以下の知的障害者及び身体障害者手帳3級かつIQ50以下の重複障害
者の医療費の一部を福岡県と宇美町で助成を行う事業

事業内容

移動支援及び日中一時支援サービスを利用する障がい者、障がい児及び難病
者等に対し地域生活支援給付費を支給した。
・移動支援:屋外での移動が困難な人に社会参加を促進するためのサービス
・日中一時支援:日中の活動の場を提供し、介護者の急病、外出等に対応す
るサービス
・訪問入浴：他サービスでは入浴が困難な人に入浴の支援をするサービス

実績等

【2年度】 ・移動支援:実人員 30人、 延べ 203人、 延べ利用 3,010.5時間
　　　　  ・日中一時:実人員  9人、 延べ  41人、 延べ利用回数 115回
　　　　  ・訪問入浴:実人員　1人、 延べ  10人、 延べ利用回数  38回
【31年度】・移動支援:実人員 35人、 延べ 290人、 延べ利用 4,854時間
　　　　  ・日中一時:実人員 12人、 延べ  76人、 延べ利用回数 198回
　　　　  ・訪問入浴:実人員　1人、 延べ  10人、 延べ利用回数  46回

事業名 重度障害者医療支援事業

事業費名 重度障害者医療支援経費 担当課 住民課

③人にやさしく、健やかに暮らせるまち 127

事業名 地域生活支援給付事業

事業費
（決算額） 8,123

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

③人にやさしく、健やかに暮らせるまち 125

事業費名 障害者地域生活支援給付事業費 担当課 健康福祉課

11,631 -3,508
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 5,750 5,170 580

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源 0 250 -250

一般財源 14,268 10,536 3,732

事業名 敬老祝金支給事業

事業費
（決算額） 5,750

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

③人にやさしく、健やかに暮らせるまち 129

事業費名 高齢者福祉事業費 担当課 健康福祉課

5,170 580

事業費名 老人福祉センター運営経費 担当課 健康福祉課

③人にやさしく、健やかに暮らせるまち 129

事業内容 ・77歳、88歳、99歳、100歳以上の方に敬老祝金を支給した。

実績等

【令和 2年度】77歳、88歳、99歳の方：550人
　　　　　　　100歳以上の方　　　 ：25人
【平成31年度】77歳、88歳、99歳の方：498人
　　　　　　　100歳以上の方　　　 ：19人

事業名 老人福祉センター運営経費

実績等

【令和 2年度】 年間開館日数219日※令和2年4月1日～6月9日休館
・年間利用者数 2,831人(月平均283人、日平均13人)
・サークル数 14
【平成31年度】 年間開館日数257日※令和2年2月26日～3月31日休館
・年間利用者数 12,274人(月平均1,116人、日平均48人)
・サークル数 18

事業費
（決算額） 14,268 10,786 3,482

事業内容
・高齢者の健康の増進、教養の向上及びレクリエーションを提供するため、
老人福祉センターを運営した。
・令和2年度から窓口業務を宇美町社会福祉協議会に委託した。
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源 19,280 16,320 2,960

一般財源

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源 30,000 27,000 3,000

一般財源

実績等

【令和2年度】
・総合相談受付件数 1,123件 (平成31年度1,314件)
・権利養護相談件数  　78件 (平成31年度47件)
・要支援者ケアプラン作成件数4,020件(平成31年度3,787件)

事業費
（決算額） 30,000 27,000 3,000

事業内容
・65歳以上の高齢者を対象に介護予防と自立支援を目的とした総合相談業
務、権利養護業務、要支援認定の方のケアプラン作成業務など地域包括支援
センターの運営業務を委託により行った。

事業内容

・コロナ禍により小学校単位での介護予防教室については中止となったが、
自宅での介護予防の取り組みを推進するため、脳トレーニング及び体力維持
のための資料配布を行った。また、教室の再開に向けアンケートを実施し、
高齢者の意向及び状況把握を行った。
・ひとり暮らしの高齢者宅訪問を実施し、社会参加や継続的な医療管理など
の促進を図った。

実績等

【令和 2年度】
・小学校区介護予防教室  中止
  自宅用介護予防資料の作成及び配布（計5回  延1,439人)
  教室再開用アンケート作成及び配布（郵送415通 回答289通 回答率70%）
・介護予防把握対象実人数19人 延べ訪問回数37回

事業名 地域包括支援センター運営業務委託料

事業費名 包括的支援事業費 担当課 健康福祉課

③人にやさしく、健やかに暮らせるまち 133

事業名 介護予防業務委託料

事業費
（決算額） 19,280

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

③人にやさしく、健やかに暮らせるまち 133

事業費名 介護予防事業費 担当課 健康福祉課

16,320 2,960
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 363,422 358,439 4,983

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 37,086 49,028 -11,942

地方債

その他特定財源

一般財源 45,537 58,054 -12,517

実績等

子ども医療支援者数
　　　　　　　　年度末対象者数　　　年間医療支援者数
　令和2年度　　　　 5,219人　　　　　 延べ 38,318人
　平成31年度　　　　5,195人　　　　　 延べ 50,522人
　平成30年度　　　　5,250人　　　　　 延べ 50,850人

事業費
（決算額） 82,623 107,082 -24,459

事業内容 ・0歳から中学生までの医療費の一部を福岡県と宇美町で助成を行う事業

事業内容
・福岡県介護保険広域連合の経費の一部として、共通経費、要介護認定に要
する経費、介護給付に関する経費を、福岡県介護保険広域連合規約にある負
担割合により負担した。

実績等

【令和2年度】
・共通経費　             84,833,000円(平成31年度 75,293,000円)
・要介護認定に要する経費 23,010,000円(平成31年度 15,047,000円)
・介護給付に関する経費　251,176,000円(平成31年度268,099,000円)
・広域連合本部職員人件費  4,402,500円

事業名 子ども医療支援事業

事業費名 子ども医療支援経費 担当課 住民課

③人にやさしく、健やかに暮らせるまち 135

事業名 福岡県介護保険広域連合負担金

事業費
（決算額） 363,422

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

③人にやさしく、健やかに暮らせるまち 135

事業費名 介護保険関係経費 担当課 健康福祉課

358,439 4,983
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 60,940 0 60,940

地方債

その他特定財源

一般財源 -1,349 0 -1,349

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 32,368 0 32,368

地方債

その他特定財源

一般財源 3 0 3

実績等

・事務費750千円、事業費31,620千円
               児童手当(公務員含む)   児童扶養手当    合計
【支給世帯】　　    3,165世帯          425世帯         3,590世帯
【支給児童】        5,634人            690人           6,324人
【支給額】         28,170千円        3,450千円        31,620千円

事業費
（決算額） 32,371 0 32,371

事業内容

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用
・新型コロナウイルス感染症対策として実施された学校の臨時休業や保育施
設等の利用自粛などに伴う育児負担、家計の食費増加による経済的負担を緩
和するための子育て世帯に対する応援給付金を支給する事業
【対象児童】
　①児童手当(本則給付)の支給対象児童（0歳～15歳）
   ※国の経済対策において実施する『子育て世帯への臨時特別給付金
     支援事業』に準ずる。
　②児童扶養手当の支給対象児童（0歳～18歳）
   ※令和2年4月分又は5月分の児童扶養手当の支給に係る児童
【給付額】①②それぞれ対象児童1人につき5千円

事業内容

・国の緊急経済対策として、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている
子育て世帯に対し、臨時特別給付金(一時金)を給付する事業
【対象世帯】
・令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当(本則給付)の受給者
【給付額】対象児童1人につき1万円
【補助率】10/10

実績等

・事務費3,251千円、事業費56,340千円
                    児童手当        公務員        合計
【支給世帯】    　　2,941世帯       224世帯       3,165世帯
【支給児童】        5,216人         418人         5,634人
【支給額】         52,160千円     4,180千円      56,340千円

事業名 子育て世帯応援給付金給付事業

事業費名 子育て世帯応援給付金給付事業費 担当課 住民課

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 137

事業名 子育て世帯臨時特別給付金給付事業

事業費
（決算額） 59,591

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 137

事業費名
子育て世帯臨時特別給付金給付事業
費

担当課 住民課

0 59,591
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 25,556 0 25,556

地方債

その他特定財源

一般財源 1 0 1

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 588,342 592,333 -3,991

地方債

その他特定財源

一般財源 106,808 107,842 -1,034

実績等

　　　　　　　 支給対象延べ児童数　　　　 支給金額
   令和2年度　　  　61,997人 　　　　　　695,150千円
　 平成31年度       62,472人             700,175千円
   平成30年度　　 　62,428人 　　　　　　700,020千円

事業費
（決算額） 695,150 700,175 -5,025

事業内容

・中学校修了前までの児童（中学校3年を終了する3月まで）を養育している
者に対して支給する手当
・3歳未満･･････････ 15,000円　 　　・中学生･･････････ 10,000円
・3歳以上小学校修了前　　　　　　　・特例給付････････  5,000円
　 第1子・第2子････ 10,000円　　　　（所得制限超過）
　 第3子以降･･･････ 15,000円

事業内容

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用
・新型コロナウイルス感染症の影響で不安を抱えながら子どもの誕生を迎え
られた子育て世帯に対し、特別定額給付金の対象外となる令和2年4月28日か
ら令和3年3月31日までに生まれた子ども1人につき10万円を給付した。

実績等

【給付実績】
・対象者数:255人
・申請者数:255人
・給 付 率:100%

事業名 児童手当事業

事業費名 児童手当関係経費 担当課 住民課

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 139

事業名 子安のまち出産子育て応援給付金給付事業

事業費
（決算額） 25,557

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 137

事業費名
子安のまち出産子育て応援給付金給
付事業費

担当課 こどもみらい課

0 25,557
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 14,014 18,893 -4,879

地方債

その他特定財源

一般財源 14,277 16,787 -2,510

事業内容
・配偶者のない女子と18歳未満の子、又は配偶者のない男子と18歳未満の
子、若しくは父母のない児童の医療費の一部について福岡県と宇美町で助成
を行う事業

実績等

・ひとり親家庭等医療支援者数
　　　　　　　　　年度末対象者数　　　年間医療支援者数
　  令和2年度      　　 977人　　　　　　延べ 8,543人
    平成31年度　　　　　966人　　　　　　延べ 9,682人
　　平成30年度　　　　　977人　　　　　　延べ 9,318人

事業名 ひとり親家庭等医療支援事業

事業費
（決算額） 28,291

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

③人にやさしく、健やかに暮らせるまち 139

事業費名 ひとり親家庭等医療支援経費 担当課 住民課

35,680 -7,389
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 51,719 46,732 4,987

地方債

その他特定財源

一般財源 23,599 21,199 2,400

事業名 放課後児童健全育成事業

事業費
（決算額） 75,318

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 139-141

事業費名 放課後児童健全育成事業費 担当課 学校教育課

67,931 7,387

事業内容

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用
※事業費
　事業決算額76,542,785円－国県返還金1,225,000円＝75,317,785円

保護者が就労等により家庭で保育することができない児童に対し、適切な遊
びや生活の場を提供し、放課後の児童の保護及び健全な育成を図る。
〔実施場所〕各小学校内 5小学校10クラブ、学校外 1クラブ(全校区利用)
　 ※地域子ども・子育て支援事業費補助金(補助率:国1/3、県1/3)
①放課後児童クラブ利用料減免事業
　　生活保護世帯及び非課税世帯等の利用料(月額4,000円)を減額。
〔減免額〕生活保護世帯:全額、市町村民税非課税世帯等:1/2
　 ※子育て支援事業費補助金(補助率:県1/2)

新型コロナ感染症にかかる臨時的措置
(1)新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業により、4月6日
　から5月31日までの間の平日において午前中(午前8時)から開所するための
　人材確保に係る経費を補助。
 　※子ども・子育て支援交付金対象事業(補助率:国1/3)
(2)新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業により、放課後
　児童クラブへの登所を自粛した保護者に対して、利用料の減免措置実施。
 　※子ども・子育て支援交付金対象事業(補助率:国1/3)
(3)新型コロナウイルス感染症対策に必要な消耗品や備品等の購入に係る
　経費を補助。
 　※平成31・令和2年度　繰越明許事業
 　※子ども・子育て支援交付金対象事業(1支援あたり500,000円まで)

実績等

令和2年度利用状況
　入所児童数: 479人(R2.5.1現在)
　入所率    : 21.1%(479人/小学校児童数:2,275人)
　年間延べ利用者数:5,278人
①放課後児童クラブ利用料減免事業  対象保護者:49人　減免額:972,000円

新型コロナ感染症にかかる臨時的経費　11,474,423円
(1)小学校臨時休業時人材確保のための経費 ・・・ 36日間  7,754,635円
(2)小学校臨時休業時減免措置の経費 ・・・・・・・・・・ 1,771,100円
(3)感染症対策用消耗品、備品購入に係る経費 ・・・・・・ 1,948,688円
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 1,332 1,332 0

地方債

その他特定財源

一般財源 948 668 280

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 1,204 1,384 -180

地方債

その他特定財源

一般財源 605 693 -88

実績等

・4月、5月は小中学校・幼稚園の休校・休園及び保育所の登園自粛により、
子育て家庭の閉鎖的な生活が想定されたため、通常は就学前の児童を中心と
していた事業を休校期間中は小中学生を含めた虐待リスクのある家庭を重点
的に訪問した。
【活動状況】
・訪問支援        ：延べ  515人
・面談・電話支援  ：延べ  201人
・乳幼児健診時支援：       38回

事業費
（決算額） 1,809 2,077 -268

事業内容

・児童虐待の発生予防、虐待の早期発見、早期対応を行うとともに、養育に
不安がある家庭に寄り添い子育て支援を実施するもので、虐待のリスクを抱
えた要支援家庭等を支援員が訪問、面談等を行うことによって、虐待の予防
と育児不安等を軽減することを目的としている。困難なケースに対しては、
より深く関わるために専門支援員（保育士：2人）の配置を行った。事業運
営を特定非営利活動法人宇美こども子育てネット・う～みんに委託した。
※地域子ども・子育て支援事業費補助金（補助率：国1/3、県1/3）

事業内容

・子育ての支援を受けたい人（おねがい会員）と支援（預かり）ができる人
（まかせて会員）が会員登録し、相互支援活動（有料）を行う事業である。
アドバイザーが常駐して会員登録に必要な講習会の開催や会員間の橋渡しを
行い、利用の促進を行っている。また、平成31年度より緊急に支援が必要な
方に対して仮会員証を発行し、すぐに活動ができるように運用している。事
業運営を社会福祉法人宇美町社会福祉協議会に委託した。
※地域子ども・子育て支援事業費補助金（補助率：国1/3、県1/3）

実績等

【活動状況】
・活動回数：38回(預かり2件、送迎36件)
  ※新型コロナウイルス感染症の影響により活動回数の減少
   (前年度比:△45回)
・講習会  ：延べ 10回 (前期5回、後期5回)
・受講者数：延べ 31名
・令和2年度末会員数：170人
（おねがい会員：90人、まかせて会員：38人、両方会員：42人）

事業名 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業

事業費名
子どもを守る地域ネットワーク機能
強化事業費

担当課 こどもみらい課

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 141

事業名 ファミリー・サポート・センター事業

事業費
（決算額） 2,280

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 141

事業費名
ファミリー・サポート・センター事
業費

担当課 こどもみらい課

2,000 280
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 3,448 3,450 -2

地方債

その他特定財源 1,211 1,168 43

一般財源 514 559 -45

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 1,280 1,250 30

地方債

その他特定財源

一般財源 641 627 14

実績等
【相談件数】
　保育園に関すること 330件・幼稚園に関すること 16件・その他 15件

事業費
（決算額） 1,921 1,877 44

事業内容

・子ども及びその保護者等、又は妊娠している方がその選択に基づき、教
育・保育・保健その他の子育て支援を円滑に利用できるよう、必要な支援を
行うことを目的とした相談窓口を設置し、保育園に関する案内及び入園の手
続き等を行った。事業運営を特定非営利活動法人宇美こども子育てネット・
う～みんに委託した。
※地域子ども・子育て支援事業費補助金（補助率：国1/3、県1/3）

事業内容
・宇美、志免、須恵の3か町が共同して、疾病にかかっている児童の保育を
宇美町内の小児科（おかべ小児科クリニック）に委託した。
※地域子ども・子育て支援事業費補助金（補助率：国1/3、県1/3）

実績等

【利用状況】
・延べ 103人
（宇美町27人、志免町58人、須恵町18人）
 ※新型コロナウイルス感染症の影響により利用者の減少がみられた。
 (前年度比:延べ△184人（宇美町△63人、志免町△42人、須恵町△79人）

事業名 保育所等利用者支援事業

事業費名 子育て支援関係経費 担当課 こどもみらい課

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 141-143

事業名 病児保育事業

事業費
（決算額） 5,173

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 141-143

事業費名 子育て支援関係経費 担当課 こどもみらい課

5,177 -4
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 3,023 1,176 1,847

地方債

その他特定財源 25,419 64,351 -38,932

一般財源 165,602 183,980 -18,378

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 449,054 328,097 120,957

地方債

その他特定財源 42,379 68,291 -25,912

一般財源 175,096 139,464 35,632

実績等

民間保育園(宇美八幡宮保育園・宇美タンポポ保育園・めばえ保育園・四王
寺坂ひかり保育園・貴船保育園等)
・延べ入所児童数：4,899人(前年度比1,037人増)
・保育料収納率は98.06％
認定こども園(空とぶくじら幼児園 うみ園・チムニーズENGLISHスクール等)
・延べ入所児童数（1号）　　 ：  206人(前年度比 69人増)
・延べ入所児童数（2号・3号）：1,259人(前年度比141人増)

事業費
（決算額） 666,529 535,852 130,677

事業内容

・保護者の就労等により、家庭で保育することができない就学前の児童を保
護者等に代わって保育を行う。子ども・子育て支援新制度の実施に伴い民間
保育園、認定こども園に国の基準に基づき、運営費・給付費・補助金を負担
した。
・令和2年4月から、貴船保育園(利用定員90名)が民営化され1園増加した。
・町立同様に、待機児童を出さないよう可能な限り受け入れを行った。

事業内容

・保護者の就労等により、家庭で保育することができない就学前の児童を保
護者等に代わって保育を行う。近年、保育ニーズが高まっており、可能な限
り受け入れを行ったが、4月当初に26名の待機児童が発生した。年度途中に
発生する待機児童を減らすため可能な限り中途入園を受け入れた。
・令和2年度も児童の受け入れに際し、必要な保育士を確保するため、保育
士派遣業務を委託した。
・また令和2年4月から、貴船保育園を民営化し、(社)子安会に移管した。

実績等

・延べ入所児童数：2,892人(前年度比1,072人減)
　  〔内訳〕早見：  810人(前年度比 増減なし)
　　　  　　原田：1,020人(前年度比   43人増)
　　　　  　柳原：1,062人(前年度比   21人増)
・保育料収納率は94.91％

事業名 民間保育園・認定こども園運営事業

事業費名 特定教育・保育施設運営経費 担当課 こどもみらい課

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 147

事業名 町立保育園運営事業

事業費
（決算額） 194,044

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 143-147

事業費名 町立保育園運営経費 担当課 こどもみらい課

249,507 -55,463
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 119,316 111,759 7,557

地方債

その他特定財源

一般財源 33,914 33,622 292

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 6,568 2,693 3,875

地方債

その他特定財源

一般財源 3,340 897 2,443

実績等
・届出保育施設等(利用施設15施設：朝陽こどもえんほか)
・延べ利用児童数：261人(前年度比145人増)

事業費
（決算額） 9,908 3,590 6,318

事業内容

・令和元年10月から開始された幼児教育・保育無償化により創設された事
業。認可外保育施設等を利用する保育の必要性の認定を受けた3歳児から5歳
児の利用料について月額37,000円を上限に無償化。同じく、保育の必要性の
認定を受けた住民税非課税世帯の0歳児から2歳児の利用料について月額
42,000円を上限に無償化を実施した。

事業内容

・保護者の就労等により、家庭で保育することができない就学前の児童を保
護者等に代わって保育を行う。子ども・子育て支援新制度の実施に伴い地域
型保育事業に国の基準に基づき、運営費・給付費・補助金を負担した。
・町立同様に、待機児童を出さないよう可能な限り受け入れを行った。

実績等

・小規模保育施設(定員各19人：どれみ乳幼児園・ゆうあいおむすび保育
園・すみれ乳幼児園)延べ入所児童数：668人(前年度比19人増)
・家庭的保育施設(四王寺坂ひかり乳幼児園:定員5人)
　　延べ入所児童数： 60人(前年度比 4人減)
・事業所内保育施設(けんちょう保育園等:定員19人)
　　延べ入所児童数：  8人(前年度比19人減)

事業名 幼児教育・保育無償化事業

事業費名 届出保育施設等事業費 担当課 こどもみらい課

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 147

事業名 小規模・家庭的保育施設等運営事業

事業費
（決算額） 153,230

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 147

事業費名 特定地域型保育事業費 担当課 こどもみらい課

145,381 7,849
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 3,022 5,761 -2,739

地方債

その他特定財源 61 324 -263

一般財源 26,256 22,889 3,367

事業内容

・社会福祉法人相互福祉会希望学園に運営業務を委託し、心身の発達に気が
かりなところがある就学前のお子さんとその保護者を対象に、発達相談や療
育訓練（個別療育・集団療育）を行っている。
※障害児入所給付費等負担金（事業費の一部）（国：1/2、県：1/4）うち特
例障がい児通所給付費該当分
※令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化により、満3歳になって初め
ての4月から3年間は使用料無料

実績等

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、集団療育は4・5月を中止し、個
別面談を実施した。また、6月以降は密を避けるため集団療育の人数を半減
（6組→3組）かつ隔週実施の小集団に変更し療育を実施した。
【利用状況】
・集団療育  ：延べ 730人(前年度比:△552人)
・個別療育  ：延べ 786人(前年度比:△13人)
・遊びの広場：延べ  20人(前年度比:△14人)

事業名 こども療育センター事業

事業費
（決算額） 29,339

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 149

事業費名 こども療育センター運営経費 担当課 こどもみらい課

28,974 365
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 5,304 5,002 302

地方債

その他特定財源

一般財源 2,494 2,501 -7

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 1,390 1,974 -584

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 149-151

事業費名 子育て支援センター運営経費 担当課 こどもみらい課

事業費名 こども教育総合支援センター管理費 担当課 こどもみらい課

事業名 子育て支援センター事業

事業費
（決算額） 7,798 7,503 295

事業内容

・こども教育総合支援センターは、子育てと教育を切れ目なく支援する町の
総合拠点施設として、妊娠・出産から義務教育、社会教育に至るまでの一貫
した支援を行っている。安全な施設運営（避難所運営含む。）を継続して行
うため、定期的な点検により、経年劣化に伴う不具合箇所を修繕し、施設の
延命化を図っている。

実績等

【修繕実績】
・消防設備関係　4件　490千円
・漏水関係　　　1件　286千円
・トイレ関係　　1件　251千円
・その他　　　　8件　363千円

事業内容

・子育て支援センターは、未就学児とその家族が気軽に集い、互いに交流を
図り、子育てに関する悩みや不安を相談できる場を提供している。他にも世
代間交流子育てサロン「てくてくひろば」等を開催した。事業運営を特定非
営利活動法人宇美こども子育てネット・う～みんに委託した。
※地域子ども・子育て支援事業費補助金（補助率：国1/3、県1/3）

実績等

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4月から5月は休館した。休館中
も電話での相談及び5月中旬からは支援が必要な家庭の来所相談を実施し
た。6月からは感染防止対策を徹底し予約制にて開館した。また、子育て相
談は計画通り実施し、保護者の不安解消を図ることができた。
【利用状況】
・開館日数  ：208日(前年度比:△3日)
・新規登録者：64人(前年度比:△124人)
・利用者数  ：延べ2,331人 (前年度比:△4,797人)
・世代間交流子育てサロン：3回延べ37人(前年度比:△5回 延べ△84人)
・専門士等の子育て相談：14回延べ29人(前年度比:△5回 延べ△27人)
・中学校子育てサロン開催回数：新型コロナウイルス対策のため全日程中止
  (前年度実績:18回 延べ294人)

事業名 こども教育総合支援センター修繕事業

事業費
（決算額） 1,390 1,974 -584

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 151
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 3,038 2,298 740

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 23,526 24,000 -474

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

③人にやさしく、健やかに暮らせるまち 153

事業費名 母子衛生事業費 担当課 こどもみらい課

事業名 乳幼児健診事業

事業費
（決算額） 3,038 2,298 740

③人にやさしく、健やかに暮らせるまち 153

事業内容
・母子保健法に基づき、4か月児、7か月児、1歳6か月児、3歳児の健康診査
を毎月実施している。

実績等

【受診状況】　　　　      　受診者　　受診率　　未受診者
・4か月児健診　　(11回)　　　241人　　97.6％　　　　 6人
・7か月児健診　　(12回)　　　315人　  98.1％　　 　　6人
・1歳6か月児健診 (14回) 　　 300人    94.9％        16人
・3歳児健診      (15回)      340人    97.7％         8人
※新型コロナウイルス感染予防対策のため検温・手指消毒等の徹底の他、健
診医師は受診者毎に使い捨て手袋を換える等の対策を行った。また、密を避
けるため、1回の健診の対象者数を30人以内になるように、健診の回数を増
やした。

実績等
【利用状況】
・平成31年度　　延べ 3,076人
・令和 2年度　　延べ 3,007人

事業費
（決算額） 23,526 24,000 -474

事業内容

・母子保健法に基づき、妊娠の届出をした者に対して母子健康手帳を交付
し、妊婦健康診査補助券（14回分）を配付している。妊婦健康診査の結果に
より、妊娠中から産後の健康管理と生活習慣病予防の保健指導を実施してい
る。

事業費名 母子衛生事業費 担当課 こどもみらい課

事業名 妊婦健診事業
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 1,886 317 1,569

地方債

その他特定財源 855 86 769

一般財源 1,350 106 1,244

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 210 580 -370

地方債

その他特定財源 134 285 -151

一般財源 930 1,737 -807

事業名 未熟児養育医療給付事業

事業費
（決算額） 4,091

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

③人にやさしく、健やかに暮らせるまち 153

事業費名 母子衛生事業費 担当課 こどもみらい課

509 3,582

事業費名 保健衛生事業費 担当課 健康福祉課

③人にやさしく、健やかに暮らせるまち 155

実績等

【健診実施体制】５会場で２１日間実施
【健診受診者数】  　　　　平成31年度　　  令和2年度　　　比較
　・16歳～39歳　　　　　　 　　253人　　      　85人　　 ▲168人
　・40歳～74歳
　　　生活保護受給者　　　　　  12人　　         5人　　 ▲　7人
　　　協会けんぽ被扶養者　　　 324人　　       183人　　 ▲141人
　・75歳以上（後期高齢者）　　 235人           101人　　 ▲134人

事業内容

・体重2,000グラム以下での出生や身体の機能が未熟なままでの出生等、入
院加療を必要とする1歳未満の未熟児に対して、指定養育医療機関における
医療費の自己負担分について助成した。児の退院後は、保健師による訪問指
導等を実施している。

実績等
【給付状況】
・平成31年度　 4人
・令和 2年度　15人

事業名 基本健康診査事業（集団）

事業費
（決算額） 1,274 2,602 -1,328

事業内容

・生活習慣病の予防や早期発見及び重症化予防を目的として、16歳～39歳の
方及び40歳～74歳までの生活保護受給者を対象とした集団による健康診査を
実施した。また、保険者が行う健康診査項目に追加して、協会けんぽの被扶
養者に対しては心電図検査、血液検査(尿酸・クレアチニン・総コレステ
ロール・HbA1c)、尿検査(尿潜血・尿中ナトリウム検査)を、後期高齢者に対
しては心電図検査、尿中ナトリウム検査を実施した。

-46-



基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 69 96 -27

地方債

その他特定財源 535 2,172 -1,637

一般財源 13,077 15,154 -2,077

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 432 141 291

地方債

その他特定財源

一般財源 531 0 531

事業名 がん検診事業

事業費
（決算額） 13,681

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

③人にやさしく、健やかに暮らせるまち 155

事業費名 保健衛生事業費 担当課 健康福祉課

17,422 -3,741

事業内容

・がんの早期発見、早期治療の推進のため、子宮頸がん検診、乳がん検診、
大腸がん検診、胃がん検診、肺がん検診の集団検診を同時に実施した。ま
た、新たに女性がん検診の対象年齢となった方に対し、子宮頸がん検診及び
乳がん検診無料クーポン券を配布した。

実績等

【検診実施体制】5会場で21日間実施
【がん検診受診者数】　　【令和2年度】　　　【平成31年度】
　・胃がん検診         　 　553人　　　　　　　1,193人
　・子宮頸がん検診　　　　　380人　　　　　　　　764人
　・肺がん検診　　　　　　　950人　　　　　　　1,809人
　・肺がん検診（喀痰細胞診） 12人　　　　　　　　 32人
　・乳がん検診            　389人                733人
  ・大腸がん検診　　　　　　954人　　　　　　　1,871人

事業名 地域における運動習慣定着促進事業

事業費名 保健衛生事業費 担当課 健康福祉課

③人にやさしく、健やかに暮らせるまち 155

実績等

　5小学校区コミュニティで各2回（1回目：講義、実技　2回目：実践）の開
催予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大防止対策により2回目教室が
中止となった。
・桜原小学校区　 1回目： 7人　　　　・井野小学校区　1回目：18人
・原田小学校区　 1回目：21人　　　　・宇美小学校区　1回目：14人
・宇美東小学校区 1回目： 1人

事業費
（決算額） 963 141 822

事業内容
・地域において運動習慣を定着させ、もって住民の健康寿命の延伸を図るこ
とを目的に、町内小学校区コミュニティを中心にスロージョギング教室を開
催した。※県補助10/10事業(上限あり)
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 487 504 -17

地方債

その他特定財源 1,611 6,597 -4,986

一般財源 17,411 9,771 7,640

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 4,293 4,384 -91

事業名 トレーニングルーム指導業務委託料

事業費
（決算額） 19,509

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

③人にやさしく、健やかに暮らせるまち 155

事業費名 保健衛生事業費 担当課 健康福祉課

16,872 2,637

事業費名 救急医療体制整備事業費 担当課 健康福祉課

③人にやさしく、健やかに暮らせるまち 155

事業内容

・健康運動指導士が常駐し、利用者の目的に応じた安全で効果的な運動を個
別に支援している。
・利用時間　　火～土曜日　10時～21時、日曜日　10時～17時
・対象者　　 　15歳以上
・利用料金    町内在住・在勤・在学者　350円　　　町外者　500円

実績等

・コロナ禍により予約制とし、2時間ごとの利用者数を制限して実施した。
　　　　　　　述べ利用者　　　　　実利用者　　　開室日数
令和元年度　　　23,142人　　　　　　1,214人　　　　261日
令和２年度　　　 5,563人　　　　　　  273人　　　　207日

事業名 救急医療体制整備事業

実績等

【利用延べ人数】　　　　　 令和2年度          平成31年度
・在宅外科当番医　　　      　117人              200人
・病院群輪番病院 入院　        21人               21人
・病院群輪番病院 外来       　 93人              165人

事業費
（決算額） 4,293 4,384 -91

事業内容
・粕屋医師会と契約し、粕屋地区1市７町との共同による休日の診療を行う
在宅外科当番医体制、休日夜間における住民の救急医療を確保するため、病
院群輪番制方式による第二次救急医療体制を整備した。
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 25,212 18,108 7,104

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 69,247 65,511 3,736

実績等

【予防接種状況】
・ＢＣＧ　　　276人　　　　　 　・ヒブ　          1,084人
・四種混合　1,093人           　・小児用肺炎球菌　1,074人
・二種混合　　265人　　　　　 　・ＭＲ            　626人
・水痘　　　　567人             ・日本脳炎　      1,502人
・Ｂ型肝炎　　809人             ・子宮頸がん　　　　 48人
・ロタリックス105人             ・ロタテック        101人

事業費
（決算額） 69,247 65,511 3,736

事業内容

・感染症を予防し、まん延を防ぐため、福岡県医師会、粕屋医師会と委託契
約を締結し、福岡県内6カ所にある予防接種センターや県内予防接種実施医
療機関において接種できる体制を整え、予防接種法に基づく定期予防接種を
実施した。

事業内容

・感染症を予防し、まん延を防ぐため、予防接種法に基づき以下の定期予防
接種を実施した。なお、風しん第5期については風しんの定期接種を受ける
機会がなく、抗体保有率が低い昭和37～53年度生まれの男性に対して、予防
接種を受けることができる体制を平成31年度から整備。

実績等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　【令和2年度】　【平成31年度】
・高齢者インフルエンザ(65歳以上の方)　  6,817人         4,763人
・高齢者肺炎球菌(65歳から5歳刻み年齢)     392人 　　　　　452人
・ＭＲ（風しん第5期）　　                 104人 　　　　　 39人
・風しん                                    1人            10人

事業名 予防接種事業（小児）

事業費名 予防接種事業費 担当課 こどもみらい課

③人にやさしく、健やかに暮らせるまち 159

事業名 予防接種事業(成人)

事業費
（決算額） 25,212

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

③人にやさしく、健やかに暮らせるまち 159

事業費名 予防接種事業費 担当課 健康福祉課

18,108 7,104
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 1,474 1,005 469

地方債

その他特定財源

一般財源 1,475 1,006 469

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 11,340 0 11,340

地方債

その他特定財源

一般財源

事業名 緊急風しん抗体検査等事業

事業費
（決算額） 2,949

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

③人にやさしく、健やかに暮らせるまち 159

事業費名 予防接種事業費 担当課 健康福祉課

2,011 938

事業費名
新型コロナウイルスワクチン接種事
業費

担当課 健康福祉課

③人にやさしく、健やかに暮らせるまち 159-161

事業内容

・予防接種法に基づく風疹の定期接種を受ける機会がなく、抗体保有率が低
い昭和37～53年度生まれの男性に対して、平成31年度から令和3年度まで、
無料で抗体検査を受けることができる体制を整備。令和2年度は、昭和37年4
月2日～昭和47年4月1日生まれを対象に、無料クーポン券を交付。

実績等
　　　　　　　　　　　　 【令和2年度】　  【平成31年度】
・対象者　　　　　　　　　　2,114人　　　　　 1,969人
・抗体検査実施者　　　　　　　450人 　　　　　　215人

事業名 新型コロナウイルスワクチン接種事業

実績等

・クーポン券・長形３号窓開き封筒（１５，０００部）
・コールセンター設置（３月１５日から福岡市内で開設）
・WEB予約システム、LINE予約システムの導入
・その他、パルスオキシメーター購入、
　支援室電話回線増設ほか

事業費
（決算額） 11,340 0 11,340

事業内容

・新型コロナウイルスワクチン接種事業（高齢者優先接種）に向けた準備を
行った。
　具体的には、クーポン券等の印刷、コールセンターの設置、予約受付シス
テムの構築、健康管理システムの改修、パルスオキシメーターほか必要物品
の購入、超低温冷凍庫の設置、支援室の体制整備に係る電話回線工事など
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源 103,720 98,515 5,205

一般財源 457,060 426,105 30,955

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源 41,549 39,125 2,424

一般財源 7,579 9,909 -2,330

実績等

・最終処分場埋立実績(宇美町・エコル・わかすぎ)：559.7ｔ
・浸出水処理水量実績：25,379 
・ダイオキシン類測定結果
　上流側地下水：0.064pg-TEQ/L（環境基準1pg-TEQ/L）
　下流側地下水：0.32pg-TEQ/L（環境基準1pg-TEQ/L）
　処理水　 1期：0.00061pg-TEQ/L（排出基準10pg-TEQ/L）
　　　　　 2期：0.00048pg-TEQ/L（排出基準10pg-TEQ/L）

事業費
（決算額） 49,128 49,034 94

事業内容

・最終処分場への残渣受入れ及び埋立作業、浸出水処理施設の運転管理及び
点検整備を実施し、場内全体の施設管理を行った。
・最終処分場周縁地下水2箇所（上流側・下流側）及び浸出水処理施設処理
水のダイオキシン類濃度の測定を実施し、宇美町のホームページ・広報で公
表した。

事業内容

・町内のごみ収集・運搬を、15分別・戸別収集方式により収集業者に委託す
る方法で実施した。
・燃えるごみの処理（ＲＤＦ化）を、須恵町外二ヶ町清掃施設組合(クリー
ンパークわかすぎ)に委託した。
・ごみの発生抑制対策及びリサイクル推進のため、指定ごみ袋の製作を行っ
た。

実績等

・住民の協力と理解を得て、安全かつ適正に収集運搬処理を行った。
　ごみ収集量実績：10,229.77ｔ（前年比：+270.21ｔ）
　　　　          うち燃えるごみ（ＲＤＦ化）搬入実績：7,981.69ｔ
                                           （前年比：＋180.36ｔ）
・ごみ袋の製作枚数：2,289,000枚

事業名 最終処分場運営事業

事業費名 最終処分場運営経費 担当課 環境農林課

⑦自然と共生する魅力あふれるまち 167

事業名 ごみ収集、運搬、処理事業

事業費
（決算額） 560,780

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

⑦自然と共生する魅力あふれるまち 167

事業費名 ごみ処理事業費 担当課 環境農林課

524,620 36,160
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源 9,088 9,081 7

一般財源 145,636 126,771 18,865

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 884 179 705

地方債

その他特定財源

一般財源 655 358 297

実績等

(国県交付金対象)
・交付申請基数　 ４基（前年度：1基）
(町単独対象)
・交付申請基数   １基（前年度：0基）

事業費
（決算額） 1,539 537 1,002

事業内容

・公共下水道の事業計画に係る予定処理区域外の区域の合併処理浄化槽設置
者に対して補助金を交付する。(国県交付金)
・公共下水道の事業計画に係る予定処理区域内において、地形等により公共
下水道への接続が困難な地域でくみ取り等から合併処理浄化槽に転換する設
置者に対して補助金を交付する。(町単独)

事業内容
・宇美町・志免町衛生施設組合によるリサイクルセンターの運転管理(資源
ごみの再資源化、施設の維持管理)を実施した。

実績等 ・リサイクルセンター搬入量実績：2,317.23ｔ（前年比：+95.24ｔ）

事業名 合併処理浄化槽設置整備事業

事業費名 浄化槽費 担当課 環境農林課

⑥住みやすい環境づくりを進めるまち 169

事業名 リサイクルセンター管理事業

事業費
（決算額） 154,724

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

⑦自然と共生する魅力あふれるまち 169

事業費名 リサイクルセンター管理費 担当課 環境農林課

135,852 18,872
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 67,790 67,994 -204

事業内容
・宇美町・志免町衛生施設組合による浄化センターの運転維持管理(し尿・
浄化槽汚泥の処理及び処理機械等の維持管理)を実施した。

実績等
・浄化センター搬入量実績
　し尿量    ：2,571.05ｔ（前年比：-44.48ｔ）
　浄化槽汚泥：1,882.99ｔ（前年比：97.26ｔ）

事業名 浄化センター管理事業

事業費
（決算額） 67,790

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

⑦自然と共生する魅力あふれるまち 169

事業費名 浄化センター管理費 担当課 環境農林課

67,994 -204
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労　　　　働　　　　費
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 19,988 19,791 197

事業内容
・宇美町働く婦人の家「し～ず・うみ」の運営を宇美町社会福祉協議会の指
定管理により行い、男女共同参画及び生涯学習を推進した。

実績等

・テレビ番組等で活躍中のタレント「ハル」氏を講師に迎え、「春にハルの
講演会」と題し、仕事と子育てに関して男女共同参画講演会を開催した。
(参加者 73名)
・男女共同参画及び生涯学習に関する21事業を開催した。(参加者:延べ人数
4,066名)

事業名 働く婦人の家指定管理業務

事業費
（決算額） 19,988 19,791 197

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

③人にやさしく、健やかに暮らせるまち 171

事業費名 働く婦人の家運営経費 担当課 まちづくり課
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農　林　水　産　業　費
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源 1,836 1,679 157

一般財源

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 2,390 2,380 10

実績等
・水利組合助成金　14水利組合
　延べ239名×10,000円/組合員・水田耕作者＝2,390,000円

事業費
（決算額） 2,390 2,380 10

事業内容
・水利組合の管轄するかんがい水路等の維持管理に要する経費に対し、1万
円を限度額として、水利組合の組合員である水田耕作者の戸数を乗じた額を
交付する事業。

事業内容
・宇美町の農業振興を図るための事業に要する経費に対し、予算の範囲内に
おいて補助金を交付する事業。（対象は認定農業者、営農集団等で補助率は
事業の種類により補助限度額内で25％～50％）

実績等

・申請件数　１件（認定農業者）
　米麦生産担い手農家育成事業（トラクター、田植機）1,296,000円
　露地園芸振興事業（播種機、そば加工機）　　　　　  540,100円
                                          合計    1,836,100円

事業名 水利組合助成事業

事業費名 農業振興事業費 担当課 環境農林課

⑤産業の振興で活気を生むまち 175

事業名 農業振興推進事業

事業費
（決算額） 1,836

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

⑤産業の振興で活気を生むまち 175

事業費名 農業振興事業費 担当課 環境農林課

1,679 157
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 3,089 2,132 957

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 122 119 3

実績等

・「さんさん21」協力員倶楽部　会員数　17名
　定例活動日　毎週土曜日の午前9時から12時まで
　年間活動実績　107回
　玉ねぎ納品量　小学校　117kg　　じゃがいも納品量　小学校　52㎏
　さつまいも納品量　小学校　168kg　保育園　14.5㎏

事業費
（決算額） 122 119 3

事業内容

・「食育・地産地消」の観点から、町有地の有効活用の一環として、使用し
ていない町有地を活用し、人々とのふれあいの場や子ども達に「農」に関す
る様々な体験の場を提供するための取り組みと生きがいづくりを合わせた事
業。

事業内容
・農地の確保と有効利用を促進し、利用権の集積による中核農家の育成を図
るため、利用権設定等促進事業により、賃借権又は使用貸借権を設定した水
田の貸し手及び借り手農家に対し、助成金を交付する事業。

実績等

・農業経営基盤強化促進事業流動化助成金
　貸し手農家(3年契約)　 2名　　 43.8㌃×10,000円/10㌃＝　 43,800円
　貸し手農家(6年契約)　 4名　　 150.9㌃×20,000円/10㌃＝ 301,800円
　借り手農家　　　 　　10名　1,372.0㌃×20,000円/10㌃＝2,744,000円
　            　　　　　　　　　　　　　　　     合計　3,089,600円

事業名 さんさん21事業

事業費名 さんさん21事業費 担当課 環境農林課

⑤産業の振興で活気を生むまち 175

事業名 農業経営基盤強化促進事業流動化助成事業

事業費
（決算額） 3,089

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

⑤産業の振興で活気を生むまち 175

事業費名 農業振興事業費 担当課 環境農林課

2,132 957

-62-



基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 31,405 31,974 -569

地方債

その他特定財源

一般財源

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 23,171 0 23,171

地方債

その他特定財源

一般財源

実績等

・宇美町ため池ハザードマップ作成業務委託
　　対象ため池　　２１箇所

　資料収集・現地調査　　　　　　　　一式
　説明会実施　　　　　　　　　　　　一式
　ため池ハザードマップ作成　　　20,000部

事業費
（決算額） 23,171 0 23,171

事業内容

・ため池が決壊した場合に想定される浸水の範囲、浸水の深さ、洪水到達時
間、その他危険個所等を明示し、避難情報の伝達経路や避難場所等に関する
事項について地図化したものを配布し、さらにホームページにデータを掲載
することで広く町民に周知することを目的とした事業。

事業内容
・農業農村整備事業補助金（定額）を活用して、地震直後にため池の堤体が
変形することにより、池に貯まっている水が下流に流出する危険性の有無を
確認する事業。

実績等

・宇美町ため池耐震診断業務委託
　　中ノ原池、浦尻池、焼尾池、イボリ池

　調査業務（ボーリング調査、土質試験等）　　一式
　測量業務（中心線測量、縦横断測量等）　　　一式
　設計業務（資料検討、安定計算等）　　　　　一式

事業名 ため池ハザードマップ作成事業

事業費名 農業基盤保全事業費 担当課 環境農林課

⑤産業の振興で活気を生むまち 177

事業名 ため池耐震診断事業

事業費
（決算額） 31,405

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

⑤産業の振興で活気を生むまち 177

事業費名 農業基盤保全事業費 担当課 環境農林課

31,974 -569
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 2,409 1,017 1,392

地方債

その他特定財源 0 18,582 -18,582

一般財源 5,514 17,167 -11,653

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 5,115 4,613 502

実績等

・対象施設
　有害鳥獣捕獲用施設　捕獲用箱罠41基
　農業用施設　水路・ため池24箇所・井堰43箇所
　林道施設　13路線

事業費
（決算額） 5,115 4,613 502

事業内容
・有害鳥獣(イノシシ)の捕獲のために設置した箱罠の巡回、住宅地に出没し
たイノシシやサル等の対応(巡回・注意喚起)、林道施設、農業用施設(水
路・ため池)等の維持管理作業を行う事業。

事業内容
・農業用施設（農業用水路、ため池、取水施設等）の維持管理及び老朽化等
により支障をきたしている施設の機能回復等を図る事業。

実績等

・原田一丁目地内水路改修工事　　　　　　　　 1,265,000 円
・仲ノ坪地内ワイヤー式ゲート緊急改良工事　　 1,840,300 円
・神武原二丁目地内フェンス設置工事　　　　　 4,818,000 円
                                     合計　　7,923,300 円

事業名 有害鳥獣･林道等巡回管理事業

事業費名 森林機能保全事業費 担当課 環境農林課

⑤産業の振興で活気を生むまち 179

事業名 農業基盤保全事業（工事請負費）

事業費
（決算額） 7,923

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

⑤産業の振興で活気を生むまち 177

事業費名 農業基盤保全事業費 担当課 環境農林課

36,766 -28,843
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 9,514 4,356 5,158

地方債

その他特定財源

一般財源

事業内容

・長期間放置されたスギ、ヒノキ林の手入れを行い、健全な状態で次世代へ
引継ぐため、森林所有者と協定を結び町が事業主体となって森林の整備を行
う事業。
　対象森林
　①概ね15年以上手入れがされていないスギ、ヒノキ林
　②下草等や表土流出の状況から、荒廃した森林と判断される森林

実績等

・森林所有者との協定件数　5件　間伐面積　9.95ha（県費補助率　100％）
　荒廃森林整備工事　　　　　　　　5,104,000円
　事務費等　　　　  　　　　　　　4,410,000円
　　　　　　　　　　　　　　合計　9,514,000円

事業名 荒廃森林整備事業

事業費
（決算額） 9,514

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

⑤産業の振興で活気を生むまち 179

事業費名 森林機能保全事業費 担当課 環境農林課

4,356 5,158
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商　　　　工　　　　費
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 8,891 8,865 26

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 2,214 2,693 -479

実績等

・ＰＲ動画作成（事業費：187万円）
　協力：宇美東小学校6年生全員、動画再生回数：約5万3千回
・登山会及びウォーキング実績
　春：安全祈願祭のみ実施・登山会中止、夏：中止、秋：中止
・関東地区宇美町町人会：中止
・ふくおか町村フェア：中止

事業費
（決算額） 2,214 2,693 -479

事業内容

・町の魅力を町内外へ効果的に発信するため、ＰＲ動画を作成した。内容と
しては、創立50周年を迎えた宇美東小学校の6年生に出演していただき、今
後のまちづくりを担う「子ども」の夢をテーマにして、100周年事業のバ
ルーンリリースと関連づけた動画構成とし、ＳＮＳやＹｏｕＴｕｂｅ等を活
用しながら町の認知度や関心の向上を図った。
・観光資源である三郡山、井野山を活用した登山会や関東地区の宇美町出身
者で構成される関東地区宇美町町人会を企画していたが、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため中止した。また、天神中央公園（福岡市中央区）で
毎年実施されているふくおか町村フェアも中止となった。

事業費名 観光促進事業費 担当課 まちづくり課

事業名 観光促進事業

事業内容
・町内商工業の振興と発展に寄与することを目的として、宇美町商工会が商
工業者の経営又は技術の改善発達を促すために実施する事業に係る経費の一
部に対し、助成を行った。

実績等

・宇美町商工業育成助成金交付要綱の規定に基づき、宇美町商工会定款に規
定する会員が納入した会費相当額の助成を行った。
【特別会員／法人企業】3,215,000円（643口）
【一般会員／個人企業】5,676,000円（473口）　合計8,891,000円

⑤産業の振興で活気を生むまち 183

事業名 宇美町商工業育成助成金事業

事業費
（決算額） 8,891 8,865 26

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

⑤産業の振興で活気を生むまち 181

事業費名 商工業活性化事業費 担当課 まちづくり課
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 1,568 1,497 71

事業内容

・平成27年4月から志免町に開設されている『かすや中南部広域消費生活セ
ンター』の運営負担金等の経費。このセンターは宇美町、志免町、須恵町、
粕屋町、篠栗町の5町で運営され、月～金の週5日開設し消費生活に関する相
談受付や解決のアドバイス等を行っている。令和2年度については、コロナ
ウイルス感染症の影響により、基本的には電話相談にて受付を行なった。

実績等

・平成29年度 受付件数：　912件（宇美町157件）
・平成30年度 受付件数：　895件（宇美町181件）
・平成31年度 受付件数：1,060件（宇美町201件）
・令和2年度  受付件数：1,066件（宇美町200件）

事業名 かすや中南部広域消費生活センター負担金

事業費
（決算額） 1,568

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

②安全に暮らせるまち 183

事業費名 消費者行政推進関係経費 担当課 危機管理課

1,497 71
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 21,526 19,997 1,529

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 9,500 1,950 7,550

地方債 10,000 0 10,000

その他特定財源

一般財源 94 1,966 -1,872

実績等
・分筆測量業務委託 　 　      事業費　   594,000円
・崩壊対策工事（前払金）      事業費　19,000,000円

事業費
（決算額） 19,594 3,916 15,678

事業内容
・町道炭焼～新田原線の急傾斜地において、崩壊対策工事を、福岡県急傾斜
地崩壊対策事業補助金（50％）を活用し実施した。

事業内容
・町道上戸樋～障子岳線道路舗装緊急修繕工事等を実施するとともに、道路
陥没等の緊急事態については、即時対応できるよう道路等の維持補修業務を
委託し道路環境の保全に努めた。

実績等

・道路等維持修繕業務9件　 　　事業費　 3,474,900円
・道路等維持補修業務委託    　事業費　12,732,500円
・道路維持補修工事3件　　　　 事業費　 4,895,000円
・町道補修原材料費 　　　　   事業費　   423,870円

事業名 急傾斜地崩壊対策事業

事業費名 道路橋りょう維持管理費 担当課 都市整備課

⑥住みやすい環境づくりを進めるまち 187

事業名 道路等維持補修事業

事業費
（決算額） 21,526

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

⑥住みやすい環境づくりを進めるまち 187

事業費名 道路橋りょう維持管理費 担当課 都市整備課

19,997 1,529
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 2,800 0 2,800

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 3,577 3,124 453

地方債 4,900 2,800 2,100

その他特定財源

一般財源 2,416 324 2,092

実績等
・町道炭焼～新田原線狭あい道路法面詳細調査設計業務委託
　事業費　10,893,300円

事業費
（決算額） 10,893 6,248 4,645

事業内容
・原田三丁目地内において、狭あい道路の拡幅整備を行うため、社会資本整
備総合交付金（50％）を活用し法面詳細調査設計業務委託を実施した。

事業内容
・障子岳六丁目地内において、損傷の著しい雑石積の道路法面改良工事を実
施した。

実績等
・境界復元業務委託     159,500円
・道路改良工事       2,640,000円

事業名 狭あい道路整備事業

事業費名 道路橋りょう維持管理費 担当課 都市整備課

⑥住みやすい環境づくりを進めるまち 187

事業名 道路改良事業

事業費
（決算額） 2,800

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

⑥住みやすい環境づくりを進めるまち 187

事業費名 道路橋りょう維持管理費 担当課 都市整備課

0 2,800
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 33,764 8,500 25,264

地方債 18,300 6,200 12,100

その他特定財源

一般財源 10,624 4,246 6,378

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 3,300 0 3,300

実績等
・無指定地域に新たに指定する地域地区の素案の作成及び有識者による懇談
会は終了したが、素案に係る関係者説明会はコロナ禍の影響により実施でき
なかった。

事業費
（決算額） 3,300 0 3,300

事業内容

・都市機能の集約と都市計画マスタープランに基づいて、都市計画区域内の
用途無指定地域における土地利用の規制及び当該地域に地域地区（用途地
域、特別用途地区、特定用途制限地域）を定めることについての検討を行っ
た。

事業内容
・参宮橋外２橋の調査補修設計業務委託等と宇美町管内橋梁点検結果により
早期措置段階と判定した、黒橋跨線橋及び後川橋外１橋の補修工事を、道路
メンテナンス事業費補助金（55％）を活用し実施した。

実績等
・橋りょう調査・補修設計等業務委託2件　　事業費　25,514,500円
・黒橋跨線橋補修工事                     事業費   9,287,316円
・橋りょう維持補修工事2件        　　　  事業費　27,886,100円

事業名 用途地域指定区域外土地利用方針検討事業

事業費名 都市計画事務関係経費 担当課 都市整備課

⑥住みやすい環境づくりを進めるまち 189

事業名 橋りょう補修事業

事業費
（決算額） 62,688

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

⑥住みやすい環境づくりを進めるまち 187

事業費名 道路橋りょう維持管理費 担当課 都市整備課

18,946 43,742
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 1,200 0 1,200

地方債

その他特定財源

一般財源 3,970 0 3,970

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債 36,000 2,200 33,800

その他特定財源

一般財源 4,000 300 3,700

実績等
・事業費24,000,000円×1/6＝地元負担金40,000,000円（交付金）
　（事業費に対する負担割合　国：1/2　県：1/3　町：1/6）

事業費
（決算額） 40,000 2,500 37,500

事業内容
・主要地方道福岡太宰府線の慢性的な渋滞の緩和を図るため、福岡県施工に
よる都市計画道路志免宇美線街路整備事業（第2期工事　延長約1.6㎞、幅員
25ｍ）に伴う地元負担金。

事業内容

・都市計画道路については、「福岡県都市計画道路検証方針」において概ね
10年ごとに検証することとされており、宇美町の都市計画道路８路線につい
て、県内交通量調査（パーソントリップ調査）の結果を活用、将来交通量の
解析を行い、当該路線の存続又は変更の必要性等の見直し検証を実施した。

実績等
・全路線の将来交通量推計結果を踏まえて、都市計画道路網としての総合的
検証を実施し、現時点での計画は適正であり、引き続き事業化を目指す「存
続」の判断となった。

事業名 志免宇美線街路事業負担金

事業費名 都市計画街路整備事業費 担当課 都市整備課

⑥住みやすい環境づくりを進めるまち 189

事業名 都市計画道路見直し検証事業

事業費
（決算額） 5,170

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

⑥住みやすい環境づくりを進めるまち 189

事業費名 都市計画事務関係経費 担当課 都市整備課

0 5,170
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債 8,900 0 8,900

その他特定財源

一般財源 32 0 32

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 10,978 9,930 1,048

事業名 清掃業務委託料

事業内容

①公園トイレ第1地区清掃業務委託（光正寺古墳公園外14箇所）4,961,000円
②公園トイレ第2地区清掃業務委託（一本松公園外10箇所）5,074,997円
③一本松公園(猫石側）既存トイレ便槽内清掃業務委託　497,110円
④一本松公園（一本松側）トイレ浄化槽保守点検業務委託　444,400円

実績等
・町内26箇所の公園トイレを誰もが快適に利用できる良好な環境として維持
することができた。また、新たに一本松公園猫石側のトイレ改修が完了し、
供用開始を行うことができた。

事業費
（決算額） 10,978 9,930 1,048

⑦自然と共生する魅力あふれるまち 191

事業費名 公園管理・整備事業費 担当課 都市整備課

事業内容
・貴船公園の法面部分から落石が発生したことにより、法面の崩壊防止対策
を行う必要があることから、緊急自然災害防止対策事業債（100％）を活用
して地質調査及び測量設計を行った。

実績等
貴船公園用地境界復元業務委託　事業費　132,000円
貴船公園用地法面崩壊防止対策調査設計業務委託　事業費　8,800,000円

事業名 測量設計業務委託料

事業費
（決算額） 8,932

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

⑦自然と共生する魅力あふれるまち 191

事業費名 公園管理・整備事業費 担当課 都市整備課

0 8,932
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 80,664 77,238 3,426

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 45,257 24,499 20,758

地方債 40,700 22,000 18,700

その他特定財源

一般財源 18,945 31,432 -12,487

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

⑦自然と共生する魅力あふれるまち 191

事業費名 公園管理・整備事業費 担当課 都市整備課

⑦自然と共生する魅力あふれるまち 191

事業費名 公園管理・整備事業費 担当課 都市整備課

事業名 公園整備業務委託料

事業内容
・公園施設長寿命化計画に基づき、都市公園内の施設の更新を社会資本整備
総合交付金（交付率50％）を活用して実施した。

実績等

○公園整備工事請負費（補助）　事業費97,598,600円
【繰越】　事業費77,842,600円
一本松公園（猫石側）トイレ改修建築工事外4件
【現年度】　事業費19,756,000円
・林崎公園遊具更新工事外1件

○公園整備工事請負費（単独）　事業費7,302,900円
【繰越】　事業費3,498,000円
一本松公園（猫石側）トイレ改修建築附帯工事
【現年度】　事業費3,804,900円
・貴船公園用地伐採工事外4件

事業名 公園整備工事請負費

事業費
（決算額） 104,902 77,931 26,971

実績等
・（公財）宇美町コミュニティー・センター及び粕屋郡高齢者福祉事業団に
年間委託し公園等の維持管理を実施したため、町民の交流・憩いの場・子育
て世代の安全安心な子どもの遊び場を提供することができた。

事業費
（決算額） 80,664 77,238 3,426

事業内容

・町内公園(都市公園52箇所・その他広場42箇所　計94箇所）、緑道、緑地
及び花壇（19箇所）の整備業務を委託した。
①公園管理業務（清掃・除草・草刈り・剪定等）軽微な作業を委託
　（公財）宇美町コミュニティー・センター　76,383,000円
②遊具・フェンス修繕、公園用地等の法面整備、高木伐採等を委託
　企業組合　粕屋郡高齢者福祉事業団　4,281,200円
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 0 953 -953

地方債

その他特定財源

一般財源 3,806 7,082 -3,276

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 10,488 459,728 -449,240

地方債 35,000 174,200 -139,200

その他特定財源

一般財源 58,727 3,789 54,938

事業費
（決算額） 3,806 8,035 -4,229

事業内容
・原田中央区町営住宅、昭和町町営住宅の維持管理を行うため、各種修繕業
務を実施した。

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

⑧個人を尊重し行政経営を進めるまち 193

事業費名 町営住宅建設事業費 担当課 管財課

⑧個人を尊重し行政経営を進めるまち 193

事業費名 町営住宅維持管理費 担当課 管財課

事業名 町営住宅維持管理事業

事業内容
・令和2年3月に竣工した昭和町町営住宅2棟の入居者移転を5月に実施。移転
後に既存住宅の解体を行った。また、解体後の周辺施設として公園、駐車場
等を設置するための設計業務を行い、関連工事を実施した。

実績等

・物件移転補償金　　　　　　　　　　　　　　　　 6,303千円
　　2棟建設及び解体工事に伴い移転する世帯に対し移転補償を行った。
　　（2棟入居32世帯）
・設計業務委託料（補助）　　　　　　　　　　　　 1,805千円
　　昭和町既存町営住宅を解体後、昭和町町営住宅２棟周辺の整備（公園設
　置等）を行うため現地測量設計業務を実施した。
・町営住宅建設工事請負費（補助）　　　　　　　　74,953千円
　　令和2年3月末に更新住宅2棟の建設が完了し、旧町営住宅の入居者の移
　転が完了次第、残りの旧町営住宅の解体を実施した。
・町営住宅建設工事請負費（補助）　　　　　　　　21,154千円
　　昭和町町営住宅の公園及び町営住宅2棟入居者用駐車場の整備工事を行
　った。また、町営住宅建設事業で整備した仮設道路等の撤去・復旧工事を
　あわせて行った。

実績等

・修繕料（施設・設備）　　3,806千円
　 原田中央区町営住宅空室修繕（2戸×3DK分） 　　　　　  　 903千円
　 昭和町町営住宅空室修繕（1戸×2DK分）　　　　　　　　　　104千円
　 原田中央区町営住宅修繕 29件(漏水、ｲﾝﾀｰﾎﾝ、消防設備他) 2,757千円
　 昭和町町営住宅修繕　　  1件（ベランダ手摺ガラス）　　　  42千円

事業名 昭和町町営住宅建替事業

事業費
（決算額） 104,215 637,717 -533,502
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 392,614 383,879 8,735

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債 20,900 20,600 300

その他特定財源

一般財源 0 80 -80

事業名 粕屋南部消防組合分団金

事業費
（決算額） 392,614

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

②安全に暮らせるまち 195

事業費名 粕屋南部消防組合管理費 担当課 危機管理課

383,879 8,735

事業費名 消防団活動支援事業費 担当課 危機管理課

②安全に暮らせるまち 197

事業内容
・粕屋南部消防組合の運営にあたり粕屋6町(宇美町、志免町、須恵町、粕屋
町、篠栗町、久山町)で負担する分担金。

実績等
・6町総額 2,094,699,000円
・分担金負担割合 均等割25％、人口割75％

事業名 消防車購入費（第5分団）

実績等
〇消防ポンプ自動車概要
・旧車両：日野(4.0 ディーゼル)4WD
・新車両：トヨタ(4.0Lディーゼル)4WD、放水量2610L/min

事業費
（決算額） 20,900 20,680 220

事業内容

・平成13年度に購入した宇美町消防団第5分団消防車（ポンプ車）が購入後
18年経過しておりエンジントラブル等の故障が頻繁に見られた。消火活動に
支障をきたすため、緊急防災・減災事業債（充当率100％）を財源とし、消
防車の更新を行った。
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 72 442 -370

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 13,227 0 13,227

地方債

その他特定財源

一般財源

実績等

・設計業務委託料　　　　　　　　　　　　　　　： 3,118,400円
・備蓄倉庫整備事業撤去業務委託料　　　　　　　： 1,760,000円
・備蓄倉庫整備工事請負費　　　　　　　　　　　： 6,600,000円
・感染症対策防災備蓄倉庫(ユニット型)設置工事　： 1,749,000円
・令和3年度繰越額　　　　　　　 　　　　　　　：24,678,000円

事業費
（決算額） 13,227 0 13,227

事業内容

※新型コロナウイルス感染症対応創生臨時交付金活用
・感染症対策に必要な資機材や消毒液、マスク・防護衣等を衛生的に管理す
るための備蓄倉庫を整備するため、既存の建物を改修し、整備するもの。既
存の建物の用途変更申請を行うための関係省庁との協議に時間を要したこと
などから着手が遅れ、年度内に工事完了が見込めなかったため、一部繰越を
行った。

事業内容

・町民の防災力向上と地域の自主防災組織の設立を支援するため。校区コ
ミュニティ単位で防災訓練や防災会議にかかる謝礼金。令和2年度について
は、コロナウイルス感染症の影響により参集しての会議が難しかったため原
田小校区のみの実施となった。

実績等
・原田小校区防災会議
　18人×4回×1,000円＝72,000円

事業名 備蓄倉庫整備事業

事業費名 防災対策事業費 担当課 危機管理課

②安全に暮らせるまち 199

事業名 自主防災組織設立準備会議

事業費
（決算額） 72

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

②安全に暮らせるまち 199

事業費名 防災対策事業費 担当課 危機管理課

442 -370
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 59,179 0 59,179

地方債

その他特定財源

一般財源 7,101 0 7,101

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 3,355 3,434 -79

実績等
・委託先　：ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ（株）九州社
・契約期間：平成30年4月1日～令和3年3月31日（長期継続契約3年）
・契約金額：3,355,000円

事業費
（決算額） 3,355 3,434 -79

事業内容
・災害情報や避難情報など、町民に周知する必要がある情報の伝達を円滑に
行うため、定期保守及び障害発生時の緊急対応の業務を委託する。

事業内容
※新型コロナウイルス感染症対応創生臨時交付金活用
・災害時の避難所として使用する施設にパーテーション、検温測定器を設置
し、避難所の感染拡大を防止する。

実績等

・消耗品　　： 4,168,000円（マスク、手指消毒用アルコール他）
・機械器具費：30,284,962円（蓄電池、検温サーモカメラ他）
・防災備品費：31,827,290円（簡易トイレ、簡易パーテ－ション、簡易ベッ
　　　　　　　　　　　　　　ド、敷マット他）

事業名 防災行政無線保守点検業務委託費

事業費名 防災対策事業費 担当課 危機管理課

②安全に暮らせるまち 199

事業名 避難所環境整備事業

事業費
（決算額） 66,280

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

②安全に暮らせるまち 199

事業費名 防災対策事業費 担当課 危機管理課

0 66,280
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 3,428 2,638 790

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 161 251 -90

地方債

その他特定財源

一般財源 65 100 -35

実績等
・H31年度実績：4件、351,000円（国45％　157千円、県27.5％　94千円）
・R2年度実績 ：4件、226,000円（国45％　101千円、県27.5％　60千円）
・県補助の限度額：3万円/1件

事業費
（決算額） 226 351 -125

事業内容

・地震によるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難経路の確保を目的
に、ブロック塀等の撤去を行う者へ補助するもの。平成30年6月に発生した
大阪府北部地震における人的被害を受け創設されたもの。
・補助額：経費の1/2または109,000円のいずれか低い額。

事業内容
・河川水位やライブカメラでの情報をリアルタイムで町民に提供する「防災
気象情報システム」にかかる観測機器（河川水位計、ライブカメラ等）の定
期保守及び障害発生時の緊急対応の業務を委託する。

実績等

・委託先：日本気象協会
・ライブカメラ7か所：宇美橋、参宮橋、上戸樋橋、正法橋、昭和の森、船
石橋、ひのくち橋
・河川水位計5か所：樋ノ口橋、上戸樋橋、正法橋、船石橋、平松橋
・雨量計2か所：宇美町役場、平松橋

事業名 ブロック塀等撤去費補助金

事業費名 防災対策事業費 担当課 危機管理課

②安全に暮らせるまち 201

事業名 防災気象情報システム管理業務委託費

事業費
（決算額） 3,428

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

②安全に暮らせるまち 199

事業費名 防災対策事業費 担当課 危機管理課

2,638 790
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 1,235 1,297 -62

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 11,170 7,403 3,767

事業名 教師用指導書・教科書購入

事業費
（決算額） 1,235

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 205

事業費名 学校教育推進事業費 担当課 学校教育課

1,297 -62

事業費名 学校教育推進事業費 担当課 学校教育課

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 205

事業内容
・令和3年度中学校での新学習指導要領の全面実施に伴う教科書改訂により
新年度からの円滑な学習指導を行うため､指導主事と適応指導教室指導員用
の教科書と指導書を購入｡

実績等
〔教科〕国語,書写,数学,地理,歴史,公民,地図,理科,音楽,美術,技術･家庭,
        保健体育,英語,道徳
          第1～3学年分   指導書  計41冊  教科書  計29冊

事業名 外国語指導助手業務委託

実績等

平成31年度は2名体制だったが、令和2年度は3名体制に拡充した。
・ＡＬＴ　3名
　　派遣先：小学校5校　3～6学年対象、総授業時数：1,775時間
　　　　　　中学校3校　　全学年対象、総授業時数：  459時間

事業費
（決算額） 11,170 7,403 3,767

事業内容

・生きた外国語や外国文化・生活に触れる機会を提供し、外国語によるコ
ミュニケーション能力の育成と国際感覚の育成のため、外国語指導助手
(ALT)を委託し、各学校へ派遣。
（宇美町では、小学3年生以上の外国語教育の授業を平成30年度から実施）
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 8,602 575 8,027

地方債

その他特定財源

一般財源 50,094 40,558 9,536

事業内容

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用
・ネットワーク機器設定業務委託料　377,520円
　校務用パソコンのＯＳバージョンを負荷なく最新に保たせるための
　ＷＳＵＳ(プログラム更新用サーバー)の保守。
・ＩＣＴ支援員派遣業務委託料　4,950,000円
　教員に対し、学習におけるＩＣＴ機器の活用術等についてのノウハウ伝授
　や授業作成支援等を行うため、ＩＣＴ支援員を派遣し、スムーズな運用を
　図った。
・学校コンピューター教室ＩＣＴリース料　25,359,840円
　小中学校パソコン教室機器のリース。（長期継続契約2年目）
・学校教育情報システムリース料　23,204,232円
　小中学校校務用パソコンのリース。（長期継続契約4年目）
・電子黒板リース料　1,726,272円
　電子黒板のリース。（長期継続契約3年目）
・教材備品購入費　3,077,360円
　モバイルＷｉ－Ｆｉルーター、書画カメラ（追加分）、ビデオカメラ等。
　※国庫補助事業（モバイルＷｉ－Ｆｉルーター）
　　・公立学校情報機器整備費補助金（補助率：1台あたり1万円まで）

実績等

・ＩＣＴ支援員派遣状況
　〔派遣人数〕2名（4校に1名）
　〔業務形態〕1校あたり週1～2回
・パソコン機器等設置状況
　児童生徒用　 320台（各パソコン教室40台×8校）
　校務(教員)用、教育相談室、適応指導教室、教育委員会用　375台
　プロジェクター　教室用 8台(各校1台)、体育館用(貸出し用) 1台
　タブレット型パソコン 154台(宇美小を除く7校×22台)
　　①パソコン教室ＩＣＴリース 　　ﾘｰｽ期間  R1.12.2～R6.11.29(5年)
　　②学校教育情報システムリース　 ﾘｰｽ期間  H28.9.1～R3.8.31(5年)
・電子黒板設置状況
　電子黒板リース　　　　　　　　　 ﾘｰｽ期間  H30.2.1～R5.1.31(5年)
　　ディスプレイ型電子黒板（タッチパネル式）24台（3台×8校）
　　書画カメラ　24台（3台×8校）
・モバイルＷｉ－Ｆｉルーター　２００台
・書画カメラ（追加分）、ビデオカメラ、グリーンレーザープレゼンター
　各校に１台ずつ

事業名 学校ＩＣＴ推進事業

事業費
（決算額） 58,696

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 205

事業費名 学校教育推進事業費 担当課 学校教育課

41,133 17,563
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 24,931 27,701 -2,770

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 4,925 0 4,925

地方債

その他特定財源

一般財源

実績等

〔学習支援員〕
　小中学校へ合計9名配置し、きめ細やかな学習支援を行った。
〔スクール・サポート・スタッフ〕
　小中学校へ合計8名配置し、消毒作業等感染症対策で増加する教員の業務
　を支援した。

事業費
（決算額） 4,925 0 4,925

事業内容

・新型コロナウイルス感染症対策を徹底しつつ児童生徒の学びの保障を行う
ため、学習支援員及びスクール・サポート・スタッフを配置。
〔学習支援員〕学習の支援。教育職員免許状の所持を任用条件としない。
　（配置時間）1名あたり週12時間
〔スクール・サポート・スタッフ〕教員の業務を支援。
　（配置時間）1名あたり週12時間

事業内容

①少人数対応によるきめ細やかな指導の充実等を図るため、学力向上支援員
　を対象学校に配置。
②学力向上や生徒指導など学校運営上の課題に対応するため、専任の支援員
　を事務局に配置。
③特別支援学級等において、障がいの区分(知的・情緒)や発達段階に応じた
　個別の支援を要する児童生徒に対応するため、教職経験者等を支援員とし
　て配置。

実績等

①学力向上支援員を井野小学校に1人配置し、指導体制の充実を図った。
②学力向上アドバイザーを事務局に1人配置し､各学校への指導体制の強化を
図った。
③特別支援教育支援員　14人配置（勤務日数：1人あたり年間187日）
　【内訳】小学校5校（各2人）、中学校（1校2人、2校各1人）
〔前年度：16人配置〕
　【内訳】小学校5校（各2人）、中学校3校（各2人）

事業名 学校学習指導員等配置事業

事業費名 学校支援事業費 担当課 学校教育課

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 205

事業名 学力向上支援員及び特別支援教育支援員配置事業

事業費
（決算額） 24,931

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 205

事業費名 学校支援事業費 担当課 学校教育課

27,701 -2,770
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 4,742 4,744 -2

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 511 0 511

地方債

その他特定財源

一般財源

実績等

〔対象校〕
  ・宇美小学校   25万2千円×1台(門司、柳川方面・1泊2日)
    バス3台→4台(児童112人＋先生7人)
  ・宇美東小学校 25万9千円×1台(長崎方面・1泊2日)
    バス1台→2台(児童43人＋先生6人)

事業費
（決算額） 511 0 511

事業内容

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用
・修学旅行でバスで移動する際、密の状態となることを避けるため、1台当
りの乗車人数が多い学校については、町でバスを借上げ台数を増やして、1
台当りの乗車人数を減らすことにより、感染症防止対策を実施。

事業内容 小中学校8校の校地内の清掃や草刈り、軽微な営繕等の管理業務の委託。

実績等
校務員4人配置（1人が2校を担当、1日4時間勤務）
軽微な営繕等作業、その他草刈り、集草作業。

事業名 小学校修学旅行バス借上料

事業費名 学校支援事業費 担当課 学校教育課

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 207

事業名 清掃管理業務委託（校務員配置）

事業費
（決算額） 4,742

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 207

事業費名 学校支援事業費 担当課 学校教育課

4,744 -2
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 108 0 108

地方債

その他特定財源

一般財源

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 3,963 3,960 3

実績等

・図書購入冊数　　合計　2,286冊〔前年度 2,154冊〕
　  宇美小 352冊、宇美東小 203冊、原田小　 262冊、桜原小　 290冊
　  井野小 207冊、宇美中　 404冊、宇美東中 296冊、宇美南中 272冊
・オンラインサービス「TOOLi-S」
    契約者　　 ㈱図書館流通センター
    契約金額 　264,000円（年額33,000円×8校）

事業費
（決算額） 3,963 3,960 3

事業内容

・子どもの読書活動の推進や学校教育における言語力の向上に資するため、
予算の範囲内で各学校毎に必要な図書を購入し､学校図書館の充実を図る｡
・図書の検索から発注までを可能としたオンラインサービスにより学校図書
館の運営と調べる学習や授業での活用を支援。

事業内容
※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用
・修学旅行を中止又は延期した際に発生するキャンセル料等について、本来
保護者が負担することとなる経費を補助。

実績等
〔対象校〕 宇美東中学校(京都方面・1泊2日)  110人分
  ・企画料金取消料   4万7千円
  ・返金事務手数料   6万1千円    計10万8千円

事業名 読書活動推進事業

事業費名 読書活動推進事業費 担当課 学校教育課

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 207

事業名 修学旅行キャンセル料等補助金

事業費
（決算額） 108

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 207

事業費名 学校支援事業費 担当課 学校教育課

0 108
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 1,664 1,740 -76

地方債

その他特定財源

一般財源 58,330 64,192 -5,862

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 3,777 3,580 197

実績等

・就学相談員：2人(臨床心理士)委嘱 　週1回勤務
　　就学指導が必要な児童生徒の保護者、教諭、児童生徒の面談及び必要な
　　指導助言等を行い、教育支援委員会へ情報提供を行った。
・就学指導員：1人（非常勤職員）年間132日
・教育支援委員会　開催回数　　　   9回〔前年度  10回〕
　　　　　　　　　対象児童生徒数 149人〔  〃   187人〕

事業費
（決算額） 3,777 3,580 197

事業内容

・就学指導においては、対象児の発達検査や保護者への検査結果の説明等で
専門的な知識が必要とされるため、小学校と中学校1人ずつの臨床心理士に
就学相談員を委嘱して対応。
また、各小中学校への助言や対象児とその保護者との面談や教育支援委員会
(判定会議)への情報提供を行うため専任の指導員を配置。

事業費名 就学指導事業費 担当課 学校教育課

事業名 就学指導・相談事業

事業内容

・学校教育法に基づき、経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒
の保護者に対し、学校給食費等の就学に必要な費用の一部を援助。
・翌年度入学予定者に対して、新入学児童生徒学用品費を「入学準備金」と
して前倒し支給。

実績等

〔令和2年度〕※支給対象者人数
　　　　　要保護　準要保護　特別支援　（新入学学用品費前倒し）
　小学校　   5人    512人     82人　　  　 60人
　中学校　　 0人    299人     16人 　 　　 97人
　　計  　   5人    811人     98人　　　　157人

〔平成31年度〕※支給対象者人数
　　　　　要保護　準要保護　特別支援　（新入学学用品費前倒し）
　小学校　   6人    500人     71人　　  　 69人
　中学校　　 9人    295人     14人 　 　　 80人
　　計  　  15人    795人     85人　　　　149人

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 209

事業名 就学援助事業

事業費
（決算額） 59,994 65,932 -5,938

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 209

事業費名 就学援助事業費 担当課 学校教育課

-94-



基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 700 700 0

地方債

その他特定財源

一般財源 2,090 2,280 -190

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 4,834 4,941 -107

実績等

〔教育相談員〕臨床心理士　2人委嘱
　　年間相談件数　延べ　904件  対象児童生徒数   92人
　　　　〔前年度　延べ1,263件　対象児童生徒数　 94人〕
〔言語相談員〕言語聴覚士　1人委嘱
　　年間活動日数 17回 　 対象児童数 17人

事業費
（決算額） 4,834 4,941 -107

事業内容

・事業費
　教育相談事業費 7,623,941円－ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ謝礼金 2,790,000円
・原田小学校内に教育相談室を設置。
〔教育相談員〕臨床心理士2人が週2日程度交替で対応し、学校生活に悩みを
　 持つ児童や発達につまずきのある児童や保護者の面談等を行い支援｡
・各学校における通級による指導(言語障害)に対して専門士を派遣。
〔言語相談員〕言語聴覚士1人が月2日程度、発語や自己表現などの言語面に
　 課題を持つ児童生徒への支援に対する助言を行う。

事業内容
・社会福祉士をスクールソーシャルワーカーとして活用し、不登校や学校不
適応の児童生徒や保護者、教師等と面談を行い、学校や家庭、福祉機関や行
政機関等と連携して、その原因の解消や環境改善を図る。

実績等
・スクールソーシャルワーカー（社会福祉士）1人委嘱
　　年間相談件数　延べ 176件　　  対象児童生徒数  40人
　　    〔前年度　延べ 153件、47人〕

事業名 教育相談室相談員・言語相談員活用事業

事業費名 教育相談事業費 担当課 学校教育課

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 209

事業名 スクールソーシャルワーカー活用事業

事業費
（決算額） 2,790

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 209

事業費名 教育相談事業費 担当課 学校教育課

2,980 -190
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 5,135 4,405 730

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 1,844 627 1,217

実績等

①給食配膳室入口改修工事　990,000円
　　施工内容：給食配膳室2階・3階開閉式シャッターからドアに変更
②幹線ケーブル入替工事　　853,600円
　　施工内容：幹線ケーブル　延長　150ｍ

事業費
（決算額） 1,844 627 1,217

事業内容

①給食配膳室入口改修工事
　給食配膳室の空調機器設置を行うにあたり、外部に空調機器の風が漏れる
　ことを防ぐため、現状の開閉式シャッターから開閉式ドアへの改修工事を
　行った。
②幹線ケーブル入替工事
　点検委託業者による定期点検で、宇美小学校の受変電設備（キュービク
　ル）から1階家庭科室横の分電盤までの幹線ケーブル系の絶縁抵抗値の
　低下が指摘され、調査の結果、ケーブルの劣化によるもので火災等の
　事故発生が懸念されるため、幹線ケーブルの入替工事を行った。

事業内容
・心理的や情緒的な理由等で登校できない状態にある児童生徒の学校復帰を
目的として、し～ず・うみに設置する適応指導教室において、学習支援や生
活指導等を行う。

実績等

・指導員の配置　　会計年度任用職員(月給) （専任指導員）1人
　　　　　　　　　会計年度任用職員(日給) （協力指導員）3人
・入室者数 小学生:2人,中学1年:4人,中学2年:6人,中学3年:2人 計14人
 〔前年度　小学生:1人,中学1年:4人,中学2年:3人,中学3年:5人 計13人〕

事業名 学校整備工事請負事業（単独）

事業費名 宇美小学校管理費 担当課 学校教育課

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 213

事業名 適応指導教室運営事業

事業費
（決算額） 5,135

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 209-211

事業費名 不登校対策事業費 担当課 学校教育課

4,405 730
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 682 0 682

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 1,757 0 1,757

実績等

①校内インターフォン等更新工事　1,041,700円
　　施工内容：電話機（インターフォン）47台、電源アダプター3台
②体育館サッシオペレーター改修工事　715,000円
　　施工内容：サッシオペレーター　6連
　　　　　　　部品・ボックスワイヤー取替　4箇所

事業費
（決算額） 1,757 0 1,757

事業内容

①校内インターフォン等更新工事
　　各教室に設置している電話機（インターフォン）に不具合（通話ができ
　ない等）が発生。（設置後約30年程度経過）緊急時及び故障等の対応がで
　きないため、更新工事を行った。
②体育館サッシオペレーター改修工事
　　体育館の2階にある排煙窓4箇所が開閉できないと報告があり確認した結
　果、開閉する操作盤やワイヤーに不具合が生じていたため、改修工事を行
　った。

事業内容
・電話機更新工事
　職員室他校内各所に設置している電話機（平成15年設置、設置後17年経
過）が経年劣化により不具合が生じているため、機器の更新工事を行った。

実績等
・電話機更新工事　682,000円
　　施工内容：電話機設置数：8台（職員室2台、事務室2台、校長室、保健
　室、図書室、給食室各1台）、主装置取替

事業名 学校整備工事請負事業（単独）

事業費名 原田小学校管理費 担当課 学校教育課

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 215

事業名 学校整備工事請負事業（単独）

事業費
（決算額） 682

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 213

事業費名 宇美東小学校管理費 担当課 学校教育課

0 682
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 484 884 -400

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 2,330 10,201 -7,871

実績等

①校長室内他電話機更新工事　935,000円
　　施工内容：電話機設置数8台（職員室3台、事務室、校長室、保健室、
　図書室、給食室各1台）、主装置取替
②3階多目的ホール屋根防水改修工事　1,251,800円
　　施工内容：既設ゴムシート防水層撤去　100.2㎡
　　　　　　　ウレタン塗膜防水　100.2㎡
③給食用ごみ収集庫設置工事　143,000円
　　施工内容：収納倉庫設置

事業費
（決算額） 2,330 10,201 -7,871

事業内容

①校長室内他電話機更新工事
　　校長室内にある電話機に不具合（声が聞き取りにくい等）が発生。
　また、他にも7台設置しているが、設置後15年程度経過しており、故障等
　の対応ができないため、主装置もあわせて更新工事を行った。
②3階多目的ホール屋根防水改修工事
　　3階多目的ホール屋上に施工した防水シートが、昨年9月の台風10号の暴
　風により大きく剥がれており、雨水等の浸水が懸念されるため、屋根防水
　（塗膜防水）による改修工事を行った。
③給食用ごみ収集庫設置工事
　　本年1月6日の突風により、校内の給食室横にあるごみ置き倉庫の扉が両
　側外れ、閉まらない状態となったため、早急に撤去し、新たに倉庫の設置
　工事を行った。

事業内容

・外部階段手摺新設工事
　　地元自治会長から、桜原小学校東門の昇降階段に手摺を設置してほしい
　と要望があった。当校は、避難所として指定されており、高齢者等、階段
　の登り降りに危険を感じたため、学校長と協議した上で、手摺階段の設置
　工事を行った。

実績等
・外部階段手摺新設工事　484,000円
　　施工内容：手摺　両側設置

事業名 学校整備工事請負事業（単独）

事業費名 井野小学校管理費 担当課 学校教育課

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 215

事業名 学校整備工事請負事業（単独）

事業費
（決算額） 484

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 215

事業費名 桜原小学校管理費 担当課 学校教育課

884 -400
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 10,444 0 10,444

地方債

その他特定財源

一般財源

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源 255 0 255

一般財源 20 0 20

実績等
支出は、保健衛生備品購入費の一部。
〔購入品〕空気清浄機@5万5千円/台×小学校5校

事業費
（決算額） 275 0 275

事業内容

・新型コロナウイルス感染症対策として、各小学校の保健室に空気清浄機を
配備。
・感染症対策の支援の一環とし採納された指定寄附金を活用して購入。
※明治安田生命保険相互会社より採納

事業内容

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による学校の一斉臨時休業に
係る対応及び臨時休業からの学校再開等を支援するための消耗品およびサー
モグラフィカメラ、大型換気扇(冷風機)を購入。
※学校保健特別対策事業費補助金対象事業(補助率:国1/2)

実績等

支出は、消耗品費・保健衛生備品購入費のそれぞれの一部。
〔消耗品費〕 349万9千円
・アルコール消毒液等感染症対策消耗品  小学校5校
〔保健衛生備品購入費〕 694万5千円
・サーモグラフィーカメラ  小学校5校 計5台   423万2千円
・大型換気扇(冷風機)      小学校5校 計22台  271万3千円

事業名 小学校空気清浄機購入（寄附金）

事業費名 学校管理関係経費（小学校） 担当課 学校教育課

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 217

事業名 学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業

事業費
（決算額） 10,444

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 217

事業費名 学校管理関係経費（小学校） 担当課 学校教育課

0 10,444
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 58,505 0 58,505

地方債

その他特定財源

一般財源 671 0 671

事業内容

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用
・事業費
　P217　学校整備工事請負費　40,212,686円
　P229　学校整備工事請負費　18,962,914円　計　59,175,600円
①小中学校留守番電話装置設置工事
　教職員の働き方改革の一環として、勤務時間外の電話対応について改善を
　図るため、留守番電話機装置の設置工事を実施。
②小中学校放送設備等更新工事
　放送設備（映像卓）を更新し、全校集会等の実施を校内放送で行うことで
　密を回避し、新型コロナウイルス感染症防止を図る。
③小中学校放送設備等更新工事（第2期）
　音声卓の更新や共聴設備の増強、また、新設する教室や職員室内に校内
　放送を視聴する設備（テレビ等）を設置。
④小中学校教室用テレビ等設置工事
　校内放送を教室で視聴するため、ブラウン管テレビからデジタルテレビ
　（50型）に更新。また、情報機器端末等と連携し、大型提示装置としての
　活用を図る。

実績等

小学校　学校整備工事費・・・・・・・・・40,212,686円
　①小学校留守番電話装置設置工事　　　　   363,000円
　②小学校放送設備等更新工事　　　　　　13,697,651円
　③小学校放送設備等更新工事（第2期）　  3,775,600円
　　※共聴設備増強（井野小）
　④小学校教室用テレビ等設置工事　　　　22,376,435円
中学校　学校整備工事費・・・・・・・・・18,962,914円
　①中学校留守番電話装置設置工事　　　　　 308,000円
　②中学校放送設備等更新工事　　　　　　 7,752,349円
　③中学校放送設備等更新工事（第2期）　　2,314,000円
　　※音声卓更新（宇美東中）
　④中学校教室用テレビ等設置工事　　　　 8,588,565円
　　※②放送室内映像卓更新（8台）、スタジオ機器更新
　　※③職員室放送受信用テレビ設置（8台）
　　※④普通教室等　計145台

事業名 小中学校施設整備事業

事業費
（決算額） 59,176

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 217,229

事業費名 小中学校管理関係経費 担当課 学校教育課

0 59,176
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 164,134 0 164,134

地方債

その他特定財源

一般財源

事業内容

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用
・事業費
　P217　教材備品購入費 396,000円　情報機器購入費 109,776,040円
　P229　教材備品購入費 237,600円　情報機器購入費　53,724,000円
                                              計 164,133,640円
・文部科学省が提唱する「ＧＩＧＡスクール構想」の早期実現に向け、1人1
台端末等の整備を行った。
①Ｗｅｂカメラ購入（教材備品購入費）
　教員間の会議や、授業参観等の人が密集する場面を避けるため、Ｗｅｂ
　カメラを購入し、遠隔での会議及び授業参観実施を図る。
　※国庫補助対象事業
　　・公立学校情報機器整備費補助金
　　（補助率：1校あたり上限35,000円×1/2）
②情報機器端末購入(1期)
　児童生徒、教員が使用する情報機器端末（タブレット型ノートＰＣ
　「クロームブック」）を整備。
　※国庫補助対象事業
　　・公立学校情報機器整備費補助金（補助率：児童生徒端末2/3）
③情報機器端末購入(2期)
　1期目の購入で揃えることができなかった分を購入。

実績等

①Ｗｅｂカメラ購入（小学校）　396,000円
　Ｗｅｂカメラ購入（中学校）　237,600円　各校10台ずつ（80台）
小学校
　②情報機器端末購入(1期)（小学校）107,313,690円
　③情報機器端末購入(2期)（小学校）  2,462,350円　計109,776,040円
中学校
　②情報機器端末購入(1期)（中学校） 51,351,190円
　③情報機器端末購入(2期)（中学校）  2,372,810円　計 53,724,000円

　※②児童生徒用 3,374台,教員用 140台,予備用 30台　計 3,544台
　※③教員用 68台,予備用 40台　計 108台

事業名 情報機器端末整備事業

事業費
（決算額） 164,134

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 217,229

事業費名 小中学校管理関係経費 担当課 学校教育課

0 164,134
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 200 200 0

地方債

その他特定財源

一般財源

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 290 0 290

地方債

その他特定財源

一般財源 313 0 313

実績等
・算数科において、少人数指導（習熟度別指導）を行ったことで、個に応じ
た学習展開、指導が実施でき、児童の理解が深まった。
　【支出科目】消耗品費のうち　602,090円

事業費
（決算額） 603 0 603

事業内容

・原田小学校児童の学力向上を図るため、学力・学習状況と宇美町の学力向
上に向けた取組状況を調査分析し、課題改善を図る。
※令和2年度ふくおか学力向上推進事業等補助金(補助金の額：2分の1以内)
「ふくおか学力アップ推進事業」指定校：原田小学校（R2～R4の3か年）

事業内容

・福岡県教育委員会が実施するプロジェクト事業の委託を受け、宇美小学校
を研究協力校として、児童の基礎学力の定着を図るため各種調査を行い、結
果を分析・検証する。
・宇美小学校では、各学年に応じた「学びの持久力アップ」を通して、学習
の有用感を味わいながら「学習への意欲を高める」とともに「困難に立ち向
かう心」を培い取組を実践。
＊事業実施期間  平成31～令和3年度〔3年間〕
　委託費 1研究協力校につき20万円以内

実績等
【経費】
  ・消耗品費のうち　200,000円

事業名 ふくおか学力向上推進事業

事業費名 原田小学校教育振興費 担当課 学校教育課

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 221

事業名 学ぶことに挑み続ける子どもを育む鍛ほめプロジェクト事業

事業費
（決算額） 200

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 219

事業費名 宇美小学校教育振興費 担当課 学校教育課

200 0
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 1,259 19,927 -18,668

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 829 0 829

地方債

その他特定財源

一般財源

実績等

※国庫補助金(児童2,275人×340円×補助率1/2） 38万7千円
  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金  44万2千円

支出は、各小学校の消耗品費の一部。
〔購入品〕マスク、アルコール消毒液、消毒石けん液、非接触型体温計、
          パーテーション、ビニール手袋  等

事業費
（決算額） 829 0 829

事業内容

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用
・新型コロナウイルス感染症対策に伴う小中学校の臨時休業からの学校再開
にあたり、感染症対策のために保健衛生用品等を購入。
・学校保健特別対策事業費補助金(補助率:国1/2)
〔国庫補助対象経費〕児童数2,275人に340円を乗じた額

事業内容
・令和3年度に在籍児童が進級した際に不足する特別支援学級用及び桜原小
学校の第4学年の1学級増に伴う教師用の教科書・指導書等を購入。
(小学校では、令和2年度に新学習指導要領の全面実施に伴い教科書改訂済)

実績等

〔教科〕国語,書写,算数,社会,理科,音楽,図工,家庭,保健,道徳
                ①特別支援学級(第1～6学年分)   ②桜原小(第4学年)
      ・教科書      163冊 (5校分)                   11冊
      ・指導書      124冊（5校分)                   16冊

事業名 感染症対策のためのマスク等購入支援事業

事業費名 小学校教育振興費 担当課 学校教育課

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 219-223

事業名 教師用教科書・指導書購入

事業費
（決算額） 1,259

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 219-223

事業費名 小学校教育振興費 担当課 学校教育課

19,927 -18,668
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 79,759 0 79,759

地方債 157,100 0 157,100

その他特定財源

一般財源 17,754 0 17,754

事業内容

①桜原小学校体育館外壁等改修工事積算等業務委託
　桜原小学校体育館外壁等改修工事は平成31年度に設計が完了しているが、
　その後、屋根からの雨漏れが判明したため、設計内容の一部変更(屋根改
　修仕様変更)を行う必要が生じている。併せて、工事発注にあたり、適正
　な労務費単価の入替を行う必要があり、業務委託にて図面及び積算業務
　の見直しを行う。
②桜原小学校校舎外壁等改修工事
　校舎は建築後36年が経過し、外壁の一部が爆裂落下、雨漏り等が発生して
　いるため、外壁等改修工事を行う。
③桜原小学校校舎外壁等改修工事監理業委託
　工事期間中の工事監理業務。
　※学校施設環境改善交付金（補助率：1/3）
　※学校教育施設等整備事業債
　　（起債充当率100％、元利償還金の交付税参入率60％）
④桜原小学校トイレ改修工事
　校舎内にある児童及び職員用トイレは大半が和式便器であり、老朽化して
　いるため、洋式化等の改修工事を行う。
⑤桜原小学校トイレ改修工事監理業務委託
　工事期間中の工事監理業務。
　※学校施設環境改善交付金（補助率：1/3）＊補助面積(㎡単価)上限あり
　※学校教育施設等整備事業債
　　（起債充当率100％、元利償還金の交付税参入率50％）
⑥桜原小学仮設トイレ賃貸借
　トイレ改修工事は、当初、夏休み期間内での工事を計画していたが、新型
　コロナウイルス関係による夏休み期間の短縮に伴い、夏休み内での工事完
　了ができなかったため、仮設トイレの設置を行った。
⑦桜原小学校警備用配線等撤去再設置工事
⑧桜原小学校仮設トイレ付帯工事
⑨桜原小学校ガス配管支持取付工事
⑩桜原小学校監視カメラ撤去・再設置工事
  小学校校舎外壁及びトイレ改修工事を実施するにあたり、警備配線、ガス
　管配管、防犯カメラ、仮設トイレ設置撤去工事が発生した。

実績等

①桜原小学校体育館外壁等改修工事積算等業務委託　　　1,128,600円
②桜原小学校校舎外壁等改修工事　　　　　　　　　　154,517,000円
　改修内容：屋根防水、外壁改修等
③桜原小学校校舎外壁等改修工事監理業委託　　　　　　2,779,700円
　委託内容：工事監理業務
④桜原小学校トイレ改修工事                 　　　　90,189,000円
※改修内容：既設トイレ 児童用8か所(小便器27,大便器:和式38,洋式16)
　　　　　　　　　　　 職員用1か所(小便器 3,大便器:和式 2,洋式 2)
※改修内容：和式→洋式、多目的トイレ新設、湿式→乾式、
　　　　　　段差解消既設トイレ
⑤桜原小学校トイレ改修工事監理業務委託　　　　　　　2,816,000円
　委託内容：工事監理業務
⑥桜原小学仮設トイレ賃貸借（約4ヶ月） 　　　　　　　2,034,296円
⑦桜原小学校警備用配線等撤去再設置工事　　　　　　 　　77,000円
⑧桜原小学校仮設トイレ付帯工事　　　　　　　　　　　　517,000円
⑨桜原小学校ガス配管支持取付工事　　　　　　　　　　　101,200円
⑩桜原小学校監視カメラ撤去・再設置工事　　　　　　　　452,650円

事業名 桜原小学校大規模改修（校舎・トイレ）事業

事業費
（決算額） 254,613

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 225

事業費名 桜原小学校施設整備費 担当課 学校教育課

0 254,613
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 46,059 0 46,059

地方債 46,000 0 46,000

その他特定財源

一般財源 13,973 0 13,973

事業内容

・事業費
　P225　小学校校内通信ネットワーク整備工事委託料  65,080,797円
　P233　中学校校内通信ネットワーク整備工事委託料  40,950,403円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計 106,031,200円
・文部科学省が提唱する「ＧＩＧＡスクール構想」の早期実現に向け、校内
通信ネットワーク等の整備を行う。
①小中学校校内通信ネットワーク整備業務委託
　小中学校8校の高速ネットワーク通信の実現のため、ＬＡＮケーブルや
　ネットワーク機器の更新、また、普通教室、特別支援教室、特別教室、
　体育館等において、情報機器端末を接続するための無線ＬＡＮ機器の
　設置や充電保管庫の設置を行う。
②小中学校既設ネットワーク再構築業務委託
　無線ＬＡＮの設置やネットワーク機器の更新に伴い、既設ネットワーク
　の再設計や各機器の設定変更、調整を行う。
　※平成31・令和2年度　繰越明許事業
　※国庫補助対象事業
　　・公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金(補助率：1/2)
　　・学校教育施設等整備事業債
　　　（起債充当率100％、元利償還金の交付税参入率60％）
③小中学校校内通信ネットワーク整備業務委託(第2期)
　令和3年度の児童生徒の増減により教室の配置が変更し、情報機器端末用
　の充電保管庫の不足が生じたため、追加の整備を行う。
④適応指導教室無線ＬＡＮ環境整備業務委託
　適応指導教室においても、小中学校に整備を行う無線ＬＡＮ環境と同様
　の環境を構築する。

実績等

小学校
　①小学校校内通信ネットワーク整備業務委託　　     58,248,962円
　②小学校既設ネットワーク再構築業務委託　　　      4,119,500円
　③小学校校内通信ネットワーク整備業務委託(2期)　　 2,250,335円
　④適応指導教室無線ＬＡＮ環境整備業務委託　　        462,000円
　　　※無線ＬＡＮ機器（1台）、ファイアウォール設定変更
                                                計 65,080,797円
中学校
　①中学校校内通信ネットワーク整備業務委託　　     36,065,038円
　②中学校既設ネットワーク再構築業務委託　　 　     4,275,700円
　③中学校校内通信ネットワーク整備業務委託(2期)　　   609,665円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      計 40,950,403円
　※①普通教室等　無線ＬＡＮ機器（316台）、充電保管庫（142台）
　※②Ｌ２ＳＷ、Ｌ３ＳＷ設計、設定変更
　※③普通教室、特別支援教室への増台（12台）

事業名 校内通信ネットワーク整備事業

事業費
（決算額） 106,032

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 225,233

事業費名 小中学校施設整備費 担当課 学校教育課

0 106,032
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 1,298 594 704

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 1,210 3,733 -2,523

実績等

①A棟屋上防水修繕工事　616,000円
　　施工内容：改質アスファルトシート防水　68㎡
②体育館高天井照明取替工事　594,000円
　　施工内容：照明（LED）3箇所　交換

事業費
（決算額） 1,210 3,733 -2,523

事業内容

①A棟屋上防水修繕工事
　A棟（勤労者体育センター側）の3階から4階の踊場付近の天井から、
　雨漏りが発生しているため、屋上の防水修繕工事を緊急に行った。
②体育館高天井照明取替工事
　体育館の照明が3箇所点灯していない状況のため、学校行事や社会体育
　施設の利用もあるため、照明の取替工事を行った。

事業内容

・特別支援学級教室内黒板等設置工事
　本年4月に、特別支援学級が2学級増えることとなり、教室配置を検討した
　結果、指導上の問題等から既存教室に隣接する教室に配置することとした
　が、黒板等環境が整っていないため、整備工事を行った。

実績等
・特別支援学級教室内黒板等設置工事　1,298,000円
　施工内容：黒板・カーテン・木製収納棚　設置、取付施工

事業名 学校整備工事請負事業（単独）

事業費名 宇美東中学校管理費 担当課 学校教育課

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 227

事業名 学校整備工事請負事業（単独）

事業費
（決算額） 1,298

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 225

事業費名 宇美中学校管理費 担当課 学校教育課

594 704
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 757 4,339 -3,582

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 6,392 0 6,392

地方債

その他特定財源

一般財源

実績等

支出は、消耗品費・保健衛生備品購入費のそれぞれの一部。
〔消耗品費〕 223万4千円
・アルコール消毒液等感染症対策消耗品  中学校5校
〔保健衛生備品購入費〕 415万8千円
・サーモグラフィーカメラ  中学校3校  計3台   253万9千円
・大型換気扇(冷風機)      中学校3校  計13台  161万9千円

事業費
（決算額） 6,392 0 6,392

事業内容

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による学校の一斉臨時休業に
係る対応及び臨時休業からの学校再開等を支援するための消耗品およびサー
モグラフィカメラ、大型換気扇(冷風機)を購入。
※学校保健特別対策事業費補助金対象事業(補助率:国1/2)

事業内容
・鳩飛来防止対策工事
　2階ベランダに鳩の糞による被害が発生しており、学校衛生環境の改善を
　図るため、鳩の飛来防止工事を行った。

実績等
・鳩飛来防止対策工事　756,800円
　施工内容：ネット設置総面積　235㎡

事業名 学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業

事業費名 学校管理関係経費（中学校） 担当課 学校教育課

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 227-229

事業名 学校整備工事請負費（単独）

事業費
（決算額） 757

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 227

事業費名 宇美南中学校管理費 担当課 学校教育課

4,339 -3,582
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源 153 0 153

一般財源 12 0 12

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 488 738 -250

実績等

・指導員登録人数
　　宇美中　　2人（男子ソフトテニス、剣道）
　　宇美東中　6人（柔道、卓球、剣道、サッカー、女子バレーボール）
　　宇美南中　4人（軟式野球、剣道、女子バスケットボール、吹奏楽）
　　　計　　 12人〔前年度　 　9人〕
・派遣日数  488日〔　〃　 　738日〕
　新型コロナ感染症により部活動日数が減少したため減額となった。

事業費
（決算額） 488 738 -250

事業内容
・指導できる顧問教員がいない部活動など、部活動の発展・充実のため地域
人材を部活動指導員として活用。
・1回の指導につき1,000円

事業内容

・新型コロナウイルス感染症対策として、各中学校の保健室に空気清浄機を
配備。
感染症対策の支援の一環とし採納された指定寄附金を活用して購入。
※明治安田生命保険相互会社より採納

実績等
・支出は、保健衛生備品購入費の一部。
〔購入品〕空気清浄機@5万5千円/台×中学校3校

事業名 中学校部活動教員外指導員事業

事業費名 中学校教育振興費 担当課 学校教育課

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 229

事業名 中学校空気清浄機購入（寄附金）

事業費
（決算額） 165

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 229

事業費名 学校管理関係経費（中学校） 担当課 学校教育課

0 165
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 6,234 0 6,234

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 387 0 387

地方債

その他特定財源

一般財源

実績等

※国庫補助金(生徒1,099人×340円×補助率1/2） 18万6千円
  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金  20万1千円

〔購入品〕マスク、アルコール消毒液、消毒石けん液、非接触型体温計、
          パーテーション、ビニール手袋  等

事業費
（決算額） 387 0 387

事業内容

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用
・新型コロナウイルス感染症対策に伴う小中学校の臨時休業からの学校再開
にあたり、感染症対策のために保健衛生用品等を購入。
・学校保健特別対策事業費補助金(補助率:国1/2)
〔国庫補助対象経費〕生徒数1,099人に340円を乗じた額

事業内容
・令和3年度中学校での新学習指導要領の全面実施に伴う教科書改訂により
新年度からの円滑な学習指導を行うため､各中学校の教師用の教科書・指導
書等を購入。

実績等

〔教科〕国語,書写,数学,地理,歴史,公民,地図,理科,音楽,美術,技術･家庭,
        保健体育,英語,道徳
          第1～3学年分   教科書  計486冊 (3校分)
                         指導書  計284冊（3校分)

事業名 感染症対策のためのマスク等購入支援事業

事業費名 中学校教育振興費 担当課 学校教育課

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 231-233

事業名 教師用教科書・指導書購入(中学校)

事業費
（決算額） 6,234

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 231-233

事業費名 中学校教育振興費 担当課 学校教育課

0 6,234
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 29,650 0 29,650

地方債 58,400 0 58,400

その他特定財源

一般財源 24,644 0 24,644

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 119,033 59,673 59,360

地方債

その他特定財源

一般財源 42,986 19,890 23,096

実績等
・新制度未移行幼稚園(利用施設13施設：三葉幼稚園ほか)
・延べ利用児童数：6,357人(前年度比2,916人増)
・延べ預かり保育利用児童数：1,942人(前年度比926人増)

事業内容

①宇美中学校体育館外壁等改修工事
　体育館は建築後39年を経過し、外壁の一部が爆裂落下、雨漏り等が発生し
　ていたため、外壁等改修工事を行った。
②宇美中学校体育館外壁等改修工事監理業務委託
　工事期間中の工事監理業務。
　※学校施設環境改善交付金（補助率：1/3）
　※学校教育施設等整備事業債
　　（起債充当率100％、元利償還金の交付税参入率60％）
③宇美中学校体育館給水修繕工事
　体育館外壁等改修工事を実施するにあたり、体育館内トイレの配管から
　漏水が発生していたため、修繕工事を行った。

実績等

①宇美中学校体育館外壁等改修工事　　　　　　109,329,000円
　改修内容：屋根防水,外壁改修,外部建具改修,トイレ改修,照明LED化等
②宇美中学校体育館外壁等改修工事監理業務委託　2,866,600円
　委託内容：工事監理業務
③宇美中学校体育館給水修繕工事　　　　　　　　　498,080円

事業名 幼児教育・保育無償化事業（施設等利用給付費）

事業費
（決算額） 162,019 79,563 82,456

事業内容

・令和元年10月から開始された幼児教育・保育無償化により創設された事
業。子ども・子育て支援新制度未移行幼稚園を利用する認定を受けた満3歳
児から5歳児の利用料について月額25,700円を上限に無償化。そのほかに、
保育の必要性の認定を受けた3歳児から5歳児(住民税非課税世帯の満3歳児含
む)の預かり保育利用料について月額11,300円を上限に無償化を実施した。

事業費名 施設等利用給付費 担当課 こどもみらい課

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 235

事業名 宇美中学校体育館大規模改修事業

事業費
（決算額） 112,694

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 233,235

事業費名 宇美中学校施設整備費 担当課 学校教育課

0 112,694
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 1,622 1,066 556

地方債

その他特定財源

一般財源 812 535 277

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 22 266 -244

実績等

・学習支援登録数：令和 2年度　個人44・団体13　計57
  　              平成31年度　個人44・団体15　計59
・学習支援者派遣 延べ回数 : 令和2年度 12回／平成31年度 117回
・学習支援者派遣 延べ人数 : 令和2年度 17人／平成31年度 278人

事業費
（決算額） 22 266 -244

事業内容
・宇美町学習支援者派遣事業実施要綱に基づき、読み聞かせや英語、手話な
ど様々な知識や技能をもたれた方々に「学習支援者」として登録をしていた
だき、学校、保育園、地域等の要請に応じて学習の支援を実施した。

事業内容

・令和元年10月から開始された幼児教育・保育無償化により、子どもの健や
かな成長を支援することを目的に創設された事業。子ども・子育て支援新制
度未移行幼稚園に在園する満3歳児から5歳児の保護者に対し、一定の要件を
満たした場合、幼稚園に実費として支払った給食費のうち副食費分を町が補
助する制度。

実績等
・対象施設(7施設：三葉幼稚園ほか)
・延べ対象児童数：1,414人(前年度比389人増)

事業名 学習活動支援事業（まなびサポート）

事業費名 学習活動支援事業費 担当課 社会教育課

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 235

事業名 幼児教育・保育無償化事業（補足給付事業費）

事業費
（決算額） 2,434

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 235

事業費名 施設等利用給付費 担当課 こどもみらい課

1,601 833
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 464 282 182

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 304 373 -69

事業名 成人式事業

事業費
（決算額） 464

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 235

事業費名 成人式事業費 担当課 社会教育課

282 182

事業費名 社会教育関係経費 担当課 社会教育課

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 237

事業内容

・国民の祝日に関する法律に基づき、新成人の門出を祝福するため、町立中
央公民館にて成人式を実施した。令和2年度成人式においては、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため、対象者354名を中学校区別に2つに分け2部
制で実施した。また、成人式実行委員会を設置し企画・運営等を行った。

実績等
・成人式対象者：令和2年度　354人／平成31年度　374人
・成人式出席者：令和2年度　258人／平成31年度　310人
・成人式出席率：令和2年度　 73％／平成31年度 　83％

事業名 社会教育委員関係経費

実績等
・社会教育委員　令和2年度　6名／平成31年度　8名（内1名は9月1日委嘱）
・年間報酬44,000円／人　令和2年度　264,000円／平成31年度　333,550円
・費用弁償　会議、研修会、糟屋地区社会教育委員代表者会等

事業費
（決算額） 304 373 -69

事業内容

・社会教育法及び宇美町社会教育委員条例に基づき、町に社会教育委員を設
置し委嘱を行った。社会教育委員の職務である①社会教育に関し教育委員会
に助言を行うために必要な調査研究を行う。②教育委員会の諮問に対して意
見を述べるため定時又は臨時に開く会議などの活動に対する報酬及び費用弁
償。（任期：2年）
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 147 162 -15

地方債

その他特定財源 44 80 -36

一般財源 89 192 -103

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 27 81 -54

地方債

その他特定財源

一般財源 192 377 -185

実績等

・街頭啓発、講演会
令和2年度7月の街頭啓発及び講演会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止
により中止。
　平成31年度　街頭啓発：宇美駅等において啓発物の配布
　　　　　　　講演会　：講師：山本浩之 氏　入場者数：200人
・人権教育推進協議会委員　30名
　会　議：令和2年度 3回／平成31年度　3回
　研修会：令和2年度 新型コロナウイルス感染症防止のため中止及び不参加
　　　　　平成31年度　3回

事業内容

・学校等に安全・安心して活動できる子どもの活動拠点（居場所）を設け
て、地域の人材の協力のもと、週末や放課後等に異学年の子どもたちが集団
で体験活動及び学習活動することにより、協調性や社会性を身に付けること
を目的に実施した。
※地域学校協働活動事業補助金（国1/3・県1/3）を活用

実績等

・体験活動　実施回数 　　　   　:令和2年度  13回／平成31年度　26回
　　　　　　児童参加延べ人数  　:令和2年度 350人／平成31年度 597人
　　　　　　サポーター延べ人数　:令和2年度 189人／平成31年度 357人
・学習活動　令和2年度　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
　　　　　　平成31年度　実施回数:8回／児童参加延べ人数：107人
　　　　　　　　　　　　ボランティア延べ人数:平成31年度 44人

事業名 人権問題啓発推進事業

事業費
（決算額） 219 458 -239

事業内容

・宇美町人権教育推進協議会・宇美町・宇美町教育委員会において、人権が
尊重される心豊かな社会の実現に向けて、毎年7月を宇美町人権問題啓発強
調月間と定め、街頭啓発及び宇美町立中央公民館での講演会等、啓発及び推
進の計画を行った。※人権・同和問題啓発事業費補助金（県1/2）を活用

事業費名 人権教育事業費 担当課 社会教育課

⑧個人を尊重し行政経営を進めるまち 239

事業名 土曜子ども教室事業費

事業費
（決算額） 280

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 237

事業費名 土曜子ども教室事業費 担当課 社会教育課

434 -154
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 68 87 -19

地方債

その他特定財源

一般財源 187 176 11

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 2,359 2,007 352

地方債

その他特定財源 27 119 -92

一般財源 87 297 -210

実績等

・令和2年度実施講座
　チャレンジクラブⅠ:令和2年度　5回　75人 平成31年度 13回 444人
・家庭教育講座後期  :令和2年度　4回  27人 平成31年度  4回  46人

令和2年度いきいき講座、チャレンジクラブⅡ、家庭教育講座（前期）は新
型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

事業名 中央公民館事業

事業内容

・人権擁護委員法に基づき、人権が大切なものであることを国民に知っても
らうため、法務大臣から委嘱された5名の人権擁護委員が関係団体等と連携
して人権擁護を推進した。
※人権・同和問題啓発事業費補助金（県1/2）を活用
※人権啓発活動地方委託事業委託金（県10/10）を活用

実績等

・人権の花運動：小学3年生を対象に、やさしい思いやりの心を体得させ、
人権思想を育むことを目的に人権の花ひまわりの栽培及び人権擁護委員によ
る人権教室を実施した。（宇美小学校、原田小学校、井野小学校）
・人権擁護委員の日：新型コロナウイルス感染症予防により中止
・人権週間：令和2年12月4日（金）町立中学校の生徒会役員6名と人権擁護
委員5名、福岡法務局職員1名と教育長による「宇美町子ども・子育て支援条
例」を活用した座談会を開催。啓発物品（マスク500個）を町内公共施設等
に配架。

事業費
（決算額） 2,473 2,423 50

事業内容

・地域活動指導員による、成人を対象とした『いきいき講座』、小学校4～6
年生を対象とした『チャレンジクラブⅠ』、夏休み期間に実施する小学生の
親子を対象とした『チャレンジクラブⅡ』、家庭教育を目的とした『家庭教
育講座前期・後期』の計画を行い、一部実施した。
※地域活動指導員設置事業費補助金（県8/10以内）を活用

事業費名 中央公民館事業費 担当課 社会教育課

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 241

事業名 人権教育推進事業

事業費
（決算額） 255

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

⑧個人を尊重し行政経営を進めるまち 239

事業費名 人権擁護委員支援事業費 担当課 社会教育課

263 -8
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 21,780 0 21,780

地方債

その他特定財源

一般財源

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 4,950 0 4,950

地方債

その他特定財源

一般財源

実績等

・中央公民館、住民福祉センター及び地域交流センター内でインターネット
を快適に利用できるためのWi-Fi環境を構築。
　Wi-Fiシステム機器設置：ファイアウォール、ルーター、L2スイッチ
　　　　　　　　　　　　 PoEスイッチ、アクセスポイント

事業費
（決算額） 4,950 0 4,950

事業内容

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用

・中央公民館、住民福祉センター及び地域交流センター内で利用可能なWi-
Fi設備を構築し、より多くの利用者が学びの場として施設を快適に利用でき
るよう、環境整備を行った。

事業内容

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用

・中央公民館大ホール、地域交流センター多目的ホールにおける施設の利用
に際し、感染症拡大を防止し、「新しい生活様式」を推進する観点から、施
設の音響設備を改善し、リモート接続、映像配信等を行うことができる環境
整備を行った。

実績等

・中央公民館大ホールと地域交流センター多目的ホールの相互ライブ映像中
継できる設備を整備。
・オンラインリモート事業ができる遠隔講座システムの環境を地域交流セン
ター多目的ホールに設置。
・中央公民館大ホールと地域交流センター多目的ホールの両拠点のリモート
設備に適合した音響設備を整備。

事業名 中央公民館等Wi-Fi設備整備事業

事業費名
中央公民館・住民福祉センター管理
費

担当課 社会教育課

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 243

事業名 町民活動活性化拠点整備事業

事業費
（決算額） 21,780

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 243

事業費名
中央公民館・住民福祉センター管理
費

担当課 社会教育課

0 21,780
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 30 35 -5

地方債

その他特定財源

一般財源 31 36 -5

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源 100 0 100

一般財源 9,148 9,102 46

実績等

〔購入実績〕
・図書 3,623冊（平成31年度 3,508冊）
　　宇美町金融機関協議会寄附金　児童書65冊購入含
・CD/DVD 34点（平成31年度27点）・雑誌 1,556冊（平成31年度 1,577冊）
・新聞　9紙（平成31年度9紙）
需用費消耗品費2,277,966円、　図書購入費6,717,572円、図書備品購入費
253,220円

事業内容

・読書の楽しさや面白さを子ども同士で伝えあうことができる読書リー
ダー・サポーターを育成し、校内全体に読書を広げ読書活動の充実と読書習
慣の定着を図るため実施した。

※子どもの読書活動推進事業補助金活用（県1/2）

実績等

・小学生読書リーダー講座  （全3回講座）10人 (平成31年度9人）
　絵本の選び方・読み聞かせの仕方など
・中学生読書サポーター講座（全3回講座） 6人 (平成31年度9人）
　ビブリオバトルの基礎講習・ビブリオバトル大会など

　講師謝礼金　28,000円　消耗品費　32,672円　通信運搬費　328円

事業名 図書館資料整備事業

事業費
（決算額） 9,248 9,102 146

事業内容

・地域の情報拠点及び読書活動の推進を図るため、計画的に本、ＣＤ、ＤＶ
Ｄ、雑誌等の整備を行った。

・雑誌スポンサー制度により11者16タイトル164冊の提供を受けた。

事業費名 図書館事業費 担当課 社会教育課

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 243

事業名 小学生読書リーダー・中学生読書サポーター講座

事業費
（決算額） 61

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 243

事業費名 図書館事業費 担当課 社会教育課

71 -10
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 27,280 0 27,280

地方債

その他特定財源

一般財源

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 6,032 4,701 1,331

実績等

・開館日数：令和2年度  　　240日  平成31年度 　　258日
・入館者数：令和2年度   54,559人　平成31年度 128,421人
・貸出点数：令和2年度  150,068点　平成31年度 195,568点
・総登録者数：令和2年度 21,961人（内町内登録者数 15,911人）
　　　　　　（平成31年度26,629人（内町内登録者数 15,520人）
・新規登録者数：令和2年度  409人（内町内登録者数 217人）
            （平成31年度   803人（内町内登録者数 507人）

事業名 図書館システム運用事業

事業内容

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用
・新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、外出の自粛等で図書館への来
所が困難な場合であっても、来所せず自宅からパソコンやスマートフォンで
書籍を借りることを可能とするため、電子書籍の整備を行った。

実績等

・システム構築委託料770,000円
・電子書籍使用料 26,290,000円（電子書籍7,830点）
・クラウド使用料    220,000円（55,000円×4月）
・12月18日開設(12月～3月貸出点数 2,142点)

事業費
（決算額） 6,032 4,701 1,331

事業内容
・図書館システムで図書等貸出・返却情報管理、利用者情報、蔵書点検等の
稼働運用を行った。

事業費名 図書館事業費 担当課 社会教育課

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 243

事業名 電子図書館整備事業

事業費
（決算額） 27,280

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 243

事業費名 図書館事業費 担当課 社会教育課

0 27,280
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 935 848 87

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 610 263 347

実績等

・事前試掘確認調査件数：令和2年度　年13件
　　　　　　　　　　　　平成31年度　年7件
・重機リース料：令和2年度 　総額610,500円
　　　　　　　　平成31年度  総額263,160円

事業費
（決算額） 610 263 347

事業内容
・『第6次宇美町総合計画』における施策「文化財の保存と活用」の主要な
取組に掲げる「文化財の保存」に努めるため、町内の開発行為等に伴う埋蔵
文化財事前確認審査を行い、埋蔵文化財の適切な保護を行った。

事業内容
・経年劣化による、宇美町地域交流センターの自動扉・誘導灯などの修繕を
行った。

実績等

・地域交流センター正面他自動ドア装置修繕　　38,500円
・地域交流センター誘導灯点滅装置・誘導灯バッテリー取替　275,000円
・宇美町地域交流センター外壁修繕106,700円
・地域交流センター正面風除室外扉自動ドア装置修繕　495,000円
・地域交流センター図書館内誘導灯バッテリー取替　20,350円

事業名 埋蔵文化財事前確認審査事業

事業費名 埋蔵文化財調査事業費 担当課 社会教育課

⑦自然と共生する魅力あふれるまち 251

事業名 地域交流センター修繕費

事業費
（決算額） 935

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

②安全に暮らせるまち 247

事業費名 　地域交流センター管理費 担当課 社会教育課

848 87
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 45 29 16

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 1,375 1,340 35

実績等
・草刈回数：令和2年度　2回実施　／　平成31年度 2回実施
・草刈面積：令和2年度　1回目　21,318㎡、2回目　20,572㎡
　　　　　　平成31年度 1回目　21,318㎡、2回目　20,572㎡

事業費
（決算額） 1,375 1,340 35

事業内容

・『第6次宇美町総合計画』における施策「文化財の保存と活用」の主要な
取組に掲げる「文化財の保存」に努めるため、国特別史跡大野城跡の史跡地
としての環境保全整備を目的とし、史跡内の町有地のうち、民有地隣接地及
び遊歩道において、草刈りを実施した。

事業内容

・宇美町文化財保護条例及び宇美町文化財専門委員会規則に基づき、宇美町
文化財専門委員会において、町指定文化財の指定等について調査研究を行っ
た。令和2年度は、宇美八幡宮聖母宮及び随神像について、審議を行った
（現在、継続中）。

実績等
・専門委員会議　：令和2年度　3回開催（7月29日、12月18日、3月22日）
　　　　　　　　　平成31年度 1回開催（7月24日）
・会議出席委員　：令和2年度　延べ12名　／　平成31年度　延べ5名

事業名 大野城跡町有地草刈事業

事業費名 文化財保護関係経費 担当課 社会教育課

⑦自然と共生する魅力あふれるまち 251

事業名 町指定文化財調査研究等事業

事業費
（決算額） 45

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

⑦自然と共生する魅力あふれるまち 251

事業費名 文化財保護関係経費 担当課 社会教育課

29 16
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 335 652 -317

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 82 0 82

事業名 スポーツ施設利用助成事業

事業費
（決算額） 335

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 255

事業費名 体育振興事業費 担当課 社会教育課

652 -317

事業費名 保健体育関係経費 担当課 社会教育課

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 255

事業内容
・福岡県立総合プール及びかすやドームプールの利用者に対し、使用料の一
部補助を行っている。

実績等

・福岡県立プール
　令和2年度　総利用者数　　367名／平成31年度　総利用者数　1,204名
・かすやドームプール
　令和2年度　総利用者数　1,980名／平成31年度　総利用者数　3,327名

事業名 宇美町スポーツ推進計画策定事業

実績等

・『宇美町スポーツ推進計画』策定に係る会議開催回数　年4回
　内1回は、新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言の発出に
　より紙面会議とした。
・委員謝礼金　延べ32名分

事業費
（決算額） 82 0 82

事業内容

・『第6次宇美町総合計画』における施策「スポーツ活動の推進」の主要な
取組に掲げる「総合的なスポーツ活動の推進」に努めるため、国のスポーツ
基本計画及び県のスポーツ推進計画に基づき、『宇美町スポーツ推進計画』
を令和3年3月に策定した。
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 37,092 35,604 1,488

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 63,097 62,523 574

実績等

・新型コロナウィルス感染症対策に伴う学校の臨時休業により、学校給食を
休止したため、実施回数が変更になったが、調理場の清掃等を実施し、学校
再開に向けて衛生管理の徹底を図った。また、夏期休業期間の短縮による登
校日に給食を実施した。
・給食回数：166回(予定:185回)
・契約期間：H30.8.1～R3.7.31（3年間・長期継続契約）

事業費
（決算額） 63,098 62,523 575

事業内容 小学校5校で自校式給食を採用しており、調理業務等を業者委託して実施。

事業内容
・平成29年度より警備会社に業務委託
・体育館等（学校施設開放含む）11箇所、グラウンド等（学校施設開放含
む）16箇所、教育施設4箇所の施設受付管理を業務委託により実施した。

実績等

・令和2年度実績
委託人数：9名　予約受付件数：27,181件　勤務日数:303日
延べ勤務人数：2,619名(住民福祉センター:1,746名 南町民センター:873名)
・平成31年度実績
委託人数：9名　予約受付件数：29,025件　勤務日数:304日
延べ勤務人数：2,729名(住民福祉センター:1,819名 南町民センター:910名)

事業名 小学校給食調理等業務委託

事業費名 学校給食管理費 担当課 学校教育課

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 263

事業名 社会体育施設等窓口業務委託事業

事業費
（決算額） 37,092

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 261

事業費名 体育施設関係経費 担当課 社会教育課

35,604 1,488
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 55,626 54,455 1,171

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 10,032 9,548 484

実績等

・新型コロナウィルス感染症対策に伴う学校の臨時休業により、学校給食を
休止したため、実施回数が変更になったが、学校再開に向けて準備を進めま
た、再開後は感染症に配慮し、安全な給食提供ができるよう取り組んだ。
・栄養士配置状況
　5校中、栄養教諭2人(県費負担職員)、町職員1人
　※残りの2校、2人分を委託
・年間給食実施回数：166回(予定:185回)

事業名 小学校栄養管理業務委託

事業内容
・中学校3校で選択制の弁当給食を採用しており、調理業務等を業者委託し
て実施。

実績等

・新型コロナウィルス感染症対策に伴う学校の臨時休業により、学校給食を
休止したため、実施回数が変更になったが、調理場の清掃等を実施し、学校
再開に向けて衛生管理の徹底を図った。また、夏期休業期間の短縮による登
校日に給食を実施した。
・給食回数＝宇美中：169回(予定:183回)、宇美東中：167回(予定:183回)、
            宇美南中：167回(予定:183回)
・年間喫食率：59.8%〔前年度 61.7％〕
・契約期間：H30.8.1～R3.7.31（3年間・長期継続契約）

事業費
（決算額） 10,032 9,548 484

事業内容
・小学校5校のうち、栄養教諭または栄養士が配置されていない2校について
給食物資の発注や調理時の指揮監督、帳簿作成等の栄養管理業務を委託し実
施。

事業費名 学校給食管理費 担当課 学校教育課

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 263

事業名 中学校給食調理等業務委託

事業費
（決算額） 55,626

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 263

事業費名 学校給食管理費 担当課 学校教育課

54,455 1,171
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 1,079 0 1,079

地方債

その他特定財源

一般財源 540 0 540

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 4,958 0 4,958

地方債

その他特定財源

一般財源

実績等
〔支出費目〕需用費 食糧費
〔提供日数〕令和2年8月24日～令和2年9月30日のうち平日18日間
〔提供本数〕60,696本

事業費
（決算額） 4,958 0 4,958

事業内容

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用
・新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金（2次）事業を活用し、熱
中症対策として夏の登校期間中に町立小中学校に通う児童生徒が水分補給で
きる飲料を提供する。

事業名 熱中症対策事業

事業内容

・小中学校の臨時休業による学校給食休止に伴う政府の緊急対応として新た
に創設された「学校臨時休業対策費補助金」を活用し、学校給食再開に向け
た新型コロナウイルス感染症も踏まえた衛生管理の徹底・改善を図るため、
調理委託業者に消耗品や設備等の購入に係る経費の補助。
※学校臨時休業対策費補助金（補助率：2/3）

実績等
・学校給食再開に向けた新型コロナウイルス感染症も踏まえた衛生管理の徹
底・改善を図るため、調理委託業者が購入した空気清浄機などの設備やアル
コールなどの消耗品に関する経費の補助を行った。

事業費名 学校給食管理費 担当課 学校教育課

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 263

事業名 衛生管理改善事業

事業費
（決算額） 1,619

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 263

事業費名 学校給食管理費 担当課 学校教育課

0 1,619
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 6,207 0 6,207

地方債

その他特定財源

一般財源

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金 4,843 0 4,843

地方債

その他特定財源

一般財源

実績等

〔支出費目〕扶助費 小学校給食扶助費  11万1千円
                   中学校給食扶助費 473万2千円 計 484万3千円
〔対象人数〕私立小学生32人　中学生1,184人
〔1人あたりのお米券購入費〕小学生3,500円（500円×7枚）
　　　　　　　　　　　　　 中学生4,000円（500円×8枚）

事業費
（決算額） 4,843 0 4,843

事業内容

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用
・新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金（2次）事業を活用し、町
立中学校生徒及び町内に住民票のある町立学校以外の学校に在籍する小中学
生を対象に、夏季休業期間短縮に伴い登校する期間の町立小中学校給食費に
相当する金額のお米券を支給することで、家計の負担を軽減した。

事業内容

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用
・新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金（2次）事業を活用し、夏
季休業期間短縮に伴い登校する期間の小学校給食を無償提供するため、保護
者が支払う給食材料購入費（学校給食費）を負担することで、家計の負担を
軽減した。

実績等

〔支出費目〕扶助費 小学校給食扶助費のうち620万7千円
〔対象期間〕令和2年7月20日～令和2年8月28日（14回分）
〔対象児童数〕1,751人
〔1食分の給食費〕260円

事業名 給食費等負担軽減事業

事業費名 学校給食管理費 担当課 学校教育課

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 263

事業名 小学校給食無償提供

事業費
（決算額） 6,207

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

④次代の担い手を育み、自己実現を進めるまち 263

事業費名 学校給食管理費 担当課 学校教育課

0 6,207
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基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 3,850 0 3,850

基本目標 決算書頁

2年度 31年度 比較 財源内訳 2年度 31年度 比較

国県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源 1,685 0 1,685

事業内容
・７月豪雨及び台風10号の影響により、道路の陥没等が発生した５箇所の緊
急復旧工事を実施し、安全な道路交通の維持に努めた。

実績等
・７月豪雨による災害復旧工事3件   　　    事業費　1,377,200円
・台風１０号による災害復旧工事1件　　     事業費　  231,000円
・貴船公園法面崩壊による災害応急工事1件   事業費　   77,000円

事業名 災害復旧応急工事事業

事業費
（決算額） 1,685 0 1,685

②安全に暮らせるまち 265

事業費名 （現年）公共土木施設等災害復旧費 担当課 都市整備課

令和2年度主要施策調書

（単位：千円）

⑤産業の振興で活気を生むまち 265

事業費名
（現年）農林業施設単独災害復旧事
業

担当課 環境農林課

事業名 （現年）農林業施設単独災害復旧事業

事業費
（決算額） 3,850 0 3,850

事業内容
・集中豪雨等により被災した農林業施設に対し早急な復旧が必要なものにつ
いて「宇美町災害復旧等緊急工事に関する協定書」に基づき宇美町土木組合
で応急工事を実施する事業。

実績等

・令和2年7月集中豪雨による災害復旧応急工事
　林道大城線路肩復旧　　　　　　　　　1,628,000円
　上角堰取付護岸復旧　　　　　　　　　1,232,000円
　持田池管理道復旧　　　　　　　　　　　990,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　合計　3,850,000円
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