
 し ま

自然・ひと・文化が共につくるきょらの郷

～太陽の恵みのもとで，ゆったりとくらす人々が，自然の声を伝えていくまち～

■　健康で長寿を謳歌するまちづくり

第１節　豊かな福祉社会の形成 P1～7 第２節　保健・医療の充実 P7～9

■　観光立島を目指した多様な産業連携のまちづくり

第１節　農林水産業の振興 P10～14 第２節　商工業の振興 P14

第３節　地場産業の振興 P14～15 第４節　観光の振興 P15～17

第５節　情報産業の振興 P17 第６節　雇用機会の拡大 P17～18

第７節　産業連携の推進 P18

■　自然に囲まれた快適なくらしのまちづくり

第１節　生活基盤・環境の整備 P19～20 第２節　交通体系の整備 P20～21

第３節　自然環境の保全と活用 P21～22 第４節　安全な地域づくりの推進 P22～24

■　地域の中で教え，学ぶ教育・文化のまちづくり

第１節　学校教育の充実 P25～27 第２節　生涯学習の推進 P27～28

第３節　文化の振興 P28～29 第４節　スポーツ・レクリエーションの振興 P30

■　魅力ある地域づくりに向けて

第１節　市民協働の推進 P31 第２節　定住の促進 P31

第３節　国際交流・地域間交流の推進  P31～32 第４節　計画的・効率的な行財政運営 P32

第５節　広域行政の推進 P32

■　地方創生関連事業 P33～36

■　ふるさと納税等活用事業 P37

平成２９年度主要施策事業の概要

 てぃだ





区分 事　業　名 事　業　概　要 単・補
事業費
（千円）

第１節　豊かな福祉社会の形成

1 臨時福祉給付金
消費税引き上げに際し，暫定的・臨時的な措
置として臨時福祉給付金を支給する

補 228,828

2
民生委員・児童委員協議
会運営補助金

奄美市民生委員児童委員協議会 単 7,975

3
社会福祉協議会運営補助
金

社会福祉協議会の運営補助金 単 5,761

4 福祉スポーツ大会
老連，母子寡婦，障害者（児）のスポーツ大
会への負担金

単 175

5 青少年支援
青少年・保護者の相談に応じ，自立共生を
目指す支援活動を行う

単 927

6 家庭児童相談 家庭相談員を配置し，相談業務を行う 単 1,128

7 婦人相談 婦人相談員を配置し相談業務を行う 補 1,527

8 養育支援訪問事業
保護者の養育を支援することが特に必要と
判断される家庭に対して居宅を訪問し，養育
に関する相談・育児家事支援を行う

補 2,670

9 市民福祉まつり開催事業 市民福祉まつりへの負担金 単 350

10 新規 子育て短期支援事業
保護者が一時的に養育困難となった場合，
児童養護施設等で一定期間，養育及び保護
を行う

補 528

11 拡充 出産祝い金事業
出生前に1年以上本市に住所を有し，出生
児童（第2子以上）を養育する両親のいずれ
かに対し，祝い金を支給する

単 15,900

12 児童扶養手当
ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進，
子どもの福祉の向上を図るため，手当を支
給する

補 437,638

13 児童手当
家庭等における生活の安定と児童の健やか
な成長に資するため，手当を支給する

補 709,154

14
ファミリーサポートセンター
事業

育児の援助を受けたい方とサポートしたい
方が地域の中で助け合いながら子育てする
有償ボランティア

補 3,658

15 私立保育所運営事業
私立の７認可保育所において児童の保育を
行う

補 766,436

16 公立保育所運営事業
公立の６認可保育所（分園１園含む）におい
て児童の保育を行う

単 261,319

17 へき地保育所運営事業
へき地保育所（6保育所）において児童の保
育を行う

補 69,176

18 多子世帯保育料軽減事業
認可保育所等に入所している第２子以降の
児童の保育料の軽減を行う

補 12,139

19 延長保育促進事業
私立の認可保育所が開所時間を超えて保
育を行う場合に補助する

補 4,224

健康で長寿を謳歌するまちづくり

項　　　目
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区分 事　業　名 事　業　概　要 単・補
事業費
（千円）

健康で長寿を謳歌するまちづくり

項　　　目

20 一時預かり事業
家庭において一時的に保育を行うことが困
難になった乳幼児を保育所で一時的に預か
る場合に補助する

補 3,582

21 障害児保育事業
障がい児の受け入れに際し，保育士加配を
行っている私立認可保育所に対し，補助金
を交付する

単 3,141

22 広域入所事業
里帰り出産等により奄美市外の保育所を利
用した場合に利用した自治体へ給付費を負
担する

単 6,600

23 病児・病後児保育事業
病児を病院附属の専用スペースで一時的に
預かることにより，保護者の子育てと就労の
両立を支援する

補 6,881

24 放課後児童健全育成事業
放課後における児童の健全育成を図るた
め，学童クラブへの支援を行う

補 41,854

25
地域子育て支援センター
事業

子育てに関する相談業務，育児サークルの
育成，育児講座の開催等

補 6,050

26 母子生活支援事業
母子家庭の母が就労するため，講座の受講
や資格取得の際の養成機関での修業費用
の一部を支給する

補 18,938

27
ひとり親家庭医療費助成
事業

ひとり親家庭の生活の安定と福祉の向上を
図るため，医療費の自己負担分を助成

補 27,036

28
子ども医療費助成事業
（制度拡充分）

小学生以下の子どもの健康の保持増進を図
るため，医療費の自己負担分を助成

単 60,974

29 利用者支援事業
教育・保育施設や地域の子育て支援事業等
の情報提供及び相談・助言を行うと共に関
係機関との連絡調整等の実施

補 2,040

30 子育て支援員研修事業
認可保育所や地域型保育事業等で子育て
支援の担い手になる子育て支援員を養成，
資質の確保を図る

補 2,000

31
赤ちゃん先生クラス開催事
業

ママと赤ちゃん（0～3歳）が学校や高齢者施
設等様々な場所へ行き，癒し，笑顔，命の尊
さを伝える

単 1,296

32
子育て・保健・福祉複合施
設建設事業

子育て支援・保健センター・高齢者福祉施設
などの複合型拠点施設の整備の基本設計

単 11,500

33 小規模保育事業（5件）
３歳未満児を対象とした利用定員6人以上19
人以下の小規模な事業所に運営費の一部
を交付する

補 98,545

34 家庭的保育事業（2件）
３歳未満児を対象とした利用定員5人以下の
小規模な事業所に運営費の一部を交付する

補 23,063

35 新規
働きながら子育てしやすい
環境づくり事業

産休・育休制度などの訪問調査及び職場に
おける乳幼児ふれあい研修による働きなが
ら子育てしやすい機運の醸成

補 708

36 新規
子育てにやさしいまちづく
り事業

子育て支援パスポート強化，検索サイト運
営・子育てにやさしい街にむけた座談会・子
育て応援デイの実施

補 1,229

37 縁結び事業
出会い交流の場の創出・結婚支援に関する
機運の醸成

補 1,496

38 新規 ペアレントプログラム事業
保護者等が自信を持って自分の子どもの個
性に合った子育てができるよう支援する事
業・支援者支援

補 328

39 新規 公立保育所ICT整備事業 公立保育所の業務効率化にむけたＩＣＴ整備 単 6,300
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区分 事　業　名 事　業　概　要 単・補
事業費
（千円）

健康で長寿を謳歌するまちづくり

項　　　目

40 新規 公立保育所耐震改修事業
老朽化の進む公立保育所の建物の延命化
とあわせて耐震化を図る

単 4,100

41 福祉活動専門員設置事業
社会福祉協議会に福祉活動専門員を設置
し，福祉活動の推進を図る

単 7,388

42
シルバー人材センター事
業補助金

シルバー人材センター事業への補助 単 8,591

43 老人クラブ育成事業
各単位老人クラブ・老人クラブ連合会育成事
業

補 5,132

44 拡充 長寿者褒賞事業費
８０歳以上の敬老者への祝い金及び１００歳
以上の敬老者への記念品支給事業・敬老祝
賀会事業費

単 20,707

45
悠々長生き・健康づくり推
進事業

生きがいと健康づくり，介護予防を推進し高
齢者を支援する

単 5,232

46 老人保護措置費 養護老人ホーム入所者の措置費 単 159,039

47 食の自立支援事業
ひとり暮らし高齢者等への配食サービスを
行なう

単 87,074

48
入浴サービス事業（笠利
地区）

ふれ愛の郷の入浴事業により住民の健康増
進を図る

単 4,583

49
生きがい対応型デイサー
ビス事業

介護予防デイサービス事業 単 2,192

50 寝具乾燥サービス事業
寝たきり老人等に対し，衛生面からの寝具
乾燥サービスの実施

単 45

51 家族介護用品支給事業
在宅のお年寄り，重度心身障がい者（児）へ
紙おむつの支給

単 5,880

52
緊急通報システム設置事
業

独居老人や老人のみの世帯に対し，緊急時
に通報ができるよう対処する

単 1,150

53 はり・灸施術料助成事業 はり・灸への一部助成を行う 単 2,000

54
高齢者等住宅改造推進事
業

在宅での生活を支援するため，住宅改造に
必要な経費の助成を行う

単 400

55 市民後見推進事業
成年後見制度の推進のため一般市民向け
の研修を実施し人材育成を行う

補 4,000

56 地域包括ケア推進事業
高齢者のボランティアや健康づくりへの活動
に対して助成を行い介護予防を推進していく

補 3,000

57 日常生活用具給付事業
日常生活用具を給付又は，貸与し日常生活
の便宜を図る

単 84

58 お達者ご長寿応援事業
高齢者の方へ交通機関利用補助及び介護
予防施設利用補助券を発行し，生活の活性
化を図る

単 28,430

59
在宅介護支援センター運
営事業費

在宅介護支援センター運営補助金 単 19,425
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区分 事　業　名 事　業　概　要 単・補
事業費
（千円）

健康で長寿を謳歌するまちづくり

項　　　目

60
高齢者福祉センター運営
事業(笠利地区)

一定期間の居住の提供，各種相談，助言を
行う

単 4,192

61 老人福祉会館管理事業
高齢者が介護予防や楽しみの場として安全
に活用できるように施設管理に努める

単 11,953

62 軽費老人ホーム管理事業
高齢者になっても安心して地域で暮らせるた
めの施設の提供及び管理を行う

単 2,306

63
介護保険利用者負担対策
事業

低所得者に対する介護保険サービスに係る
利用者負担額の減免支援を行う

補 3,786

64
地域包括支援センター運
営事業

介護保険における予防給付の対象となる要
支援者が介護予防サービス等の適切な利用
ができるよう指定介護予防支援業務を行う

単 16,333

65
奄美大島地区介護保険一
部事務組合負担金

奄美大島地区における介護認定審査会の
審査事務の共同処理に係る負担金

単 27,480

66 介護保険給付事業
要介護となったものが自立した日常生活を
営むことができるよう，必要な保健医療サー
ビス及び福祉サービスに係る給付を行う

補 4,267,803

67 新規
介護予防・生活支援サー
ビス事業（訪問事業）

総合事業に伴い事業該当者に対して，介護
予防の視点による訪問事業を実施する

補 29,587

68 新規
介護予防・生活支援サー
ビス事業（通所事業）

総合事業に伴い事業該当者に対して，通所
介護事業を実施し，介護予防を行う

補 63,482

69
介護予防ケアマネジメント
事業費

心身の状況に応じて介護予防ケアマネジメ
ントを行い，早い時期からの身体機能の向
上に努めていく

補 46,166

70 一般介護予防事業費
運動・栄養・口腔機能・閉じこもり予防事業
や元気度アップポイント事業も活用しながら
介護予防の推進を行う

補 22,301

71 総合相談事業費
在宅介護支援センターへの相談業務を委託
し，身近な地域での相談体制を整える

補 26,869

72 権利擁護事業費
権利擁護に関しての講演会や相談等をとお
して，市民への普及啓発を図る

補 7,919

73
包括的・継続的ケアマネジ
メント事業

介護予防のケアマネジメントを含め総合相
談，権利擁護，包括的継続的ケアマネジメン
トを行う

補 17,380

74 介護給付適正化事業
介護給付の適正な運用が図られるようシス
テムの保守管理に努めていく

補 2,046

75
成年後見制度利用支援事
業

成年後見制度の推進のため一般市民向け
の研修を実施し人材育成を行う

補 425

76
認知症サポーター養成事
業

認知症についての理解普及をすすめるため
にサポーター養成講座を開催する

補 334

77 拡充
在宅医療・介護連携推進
事業

在宅医科歯科連携を追加し，歯科について
も在宅医療における充実を図り重症化予防
を図る

補 6,633

78 生活支援体制整備事業
地域住民が安心して暮らせるよための地域
づくりの支援のため生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの
配置を行う

補 16,678

79 認知症総合支援事業費
認知症初期支援チーム，認知症地域支援推
進員を配置し，地域における認知症の方や
その家族の支援体制の構築を図る

補 14,637
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健康で長寿を謳歌するまちづくり
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80 新規 地域ケア会議推進事業費
地域ケア会議を開催し個別や地域課題の解
決に向け関係者で協議を行い解決に向けて
取り組みを行う

補 3,271

81
中高生向け進路ガイダン
ス事業

中高生を対象に医療や介護の専門職にお
ける進路ガイダンスを行い，将来における担
い手の育成を図る

補 1,500

82
地域見守りネットワーク支
援事業（笠利地区）

在宅福祉アドバイザーによる高齢者や障が
い者の見守り活動支援

補 162

83 新規
障害者福祉計画評価委員
会

奄美市障害者計画・障害福祉計画の進捗状
況の点検及び評価を行い，市の障害者施策
を総合的かつ計画的に推進する

単 63

84 新規 障害者福祉基本計画業務
奄美市障害者計画・障害福祉計画のうち，
障害福祉計画の見直しを実施し，障害者福
祉のサ－ビス等の見直しを実施する

単 2,700

85 新規 介護給付適正検討会議
介護給付費適正化に向けて支給検討会を
開催し適正な支給を図る

単 117

86 障害者相談員謝金
身体・知的障がい者の更生援護に関し，本
人又はその保護者からの相談に応じて指導
助言を行う

補 222

87
奄美地区基幹相談支援セ
ンター負担金

障がい者等の相談に総合的・専門的に対応
するため５市町村で設置された相談支援機
関運営への負担金

単 310

88
奄美市身体障害者協会補
助金

奄美市身体障害者協会補助金 単 628

89
奄美市手をつなぐ親の会
補助金

奄美市手をつなぐ親の会補助金 単 88

90
奄美地区地域自立支援協
議会

障がい者に対する相談支援の拡充 単 270

91 身体障害者旅費助成事業
心身障がい児の療育に関する旅費助成及
び臓器機能障がい者の移植手術に対する
旅費助成

単 1,219

92 介護人手当支給事業
身体・精神上の障がい者を介護している方
に手当てを支給する

単 3,600

93
在宅酸素療法者酸素濃縮
器利用助成金

在宅酸素療法者酸素濃縮器利用者の機器
に対する電気料金の助成

単 456

94
心身障害者扶養共済制度
事業

心身障がい者の相互扶助制度 補 391

95 障害程度区分認定事務
障害者自立支援法に基づく障がい者の区分
認定事務

補 5,371

96 居宅介護等給付事業
重度の障がい者家庭にヘルパー等を派遣
するなど日常生活の世話を行う

補 104,063

97 短期入所事業
在宅介護ができない場合，短期間施設へ入
所する事業

補 20,213

98 障害児給付等事業
障がい児が施設に通い，日常生活の基本的
な指導や集団生活への適応訓練を受ける

補 119,927

99 共同生活援助給付事業
地域で共同生活を営む人々に，日常生活上
の援助を行なう

補 75,998

5



区分 事　業　名 事　業　概　要 単・補
事業費
（千円）

健康で長寿を謳歌するまちづくり

項　　　目

100 療養介護
医療と常時介護を必要とする人に，医療機
関で機能訓練，療養上の管理，看護，介護
及び日常生活の世話を行う

補 47,021

101 生活介護
施設において，入浴，排せつ及び食事等の
介護，調理，洗濯，掃除等その他必要な日
常生活の支援

補 459,564

102 自立訓練
施設に通い，入浴，排せつ及び食事等に関
する自立した日常生活を営むために必要な
訓練等を行う

補 59,137

103 就労移行支援
通常の事業所に雇用されることが可能と見
込まれるものに対して，就業に必要な訓練，
求職活動に関する支援を行う

補 31,140

104 就労継続支援B型
通常の事業所に雇用されることが困難と
なったものに対して，生産活動等の機会の
提供等を行う

補 369,531

105 施設入所支援
施設に入所する障がい者に対し，主に夜間
において，入浴，排せつ及び食事等の介護
を行う

補 195,569

106 サービス利用計画作成
支給決定時のサービス等利用計画の作成・
見直しに対し給付する

補 34,128

107 同行援護
視覚障がい者に対する，外出の際の移動の
援助を行なう

補 20,330

108
高額障害福祉サ-ビス給
付

福祉サ-ビス利用者月額負担上限額を超え
た分を高額障害福祉サ-ビス費として支給す
る

補 1,250

109 補装具給付事業
身体障がい者（児）へ身体機能を補うために
補装具を給付

補 13,411

110 更生医療給付事業
障害を軽減，除去するための医療費助成
【18歳以上】

補 150,000

111 育成医療給付事業
障害を軽減，除去するための医療費助成
【18歳未満】

補 5,000

112 療養介護医療給付事業
医療と常時介護を必要とする人に，医療機
関での医療費助成

補 13,800

113 手話通訳者等派遣事業
聴覚障がい者が必要とする場合に手話通訳
者等を派遣する

補 378

114 手話講習会開催事業 手話奉仕員の育成 補 306

115
手話通訳者養成講座開催
事業

手話通訳者の育成 補 690

116 地域活動支援センタ-事業
障がい者が施設へ通所し，創作的活動の機
会の提供を受け，社会と交流することにより
自立への支援を図る

補 17,000

117 相談支援機能強化事業
一般的な相談支援事業に加え，特に必要と
認められる能力を有する社会福祉士・保健
師・精神保健福祉士等を施設に配置

補 10,800

118 障害児等療育支援事業
身近な地域で療育指導，相談等が受けられ
る療育機能の充実を図り，在宅障がい児
（者）の福祉の向上を図る

補 1,080

119 障害者相談支援事業
障がい者からの相談に応じ，必要な情報の
提供及び助言その他の障害福祉サービス等
の支援を行う

補 3,240
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区分 事　業　名 事　業　概　要 単・補
事業費
（千円）

健康で長寿を謳歌するまちづくり

項　　　目

120 移動支援事業
社会生活上必要不可欠な外出の際の移動
の介護を行なう

補 10,940

121 日中一時支援事業
障がい者へ日中の介護を行い，介護者の負
担の軽減を図る

補 5,746

122 訪問入浴サ－ビス事業
身体障がい者宅を訪問し，入浴サ－ビスを
行う

補 9,450

123 拡充 日常生活用具給付事業
重度心身障がい者（児）及び知的障害者に
対し，日常生活用具を給付(人工内耳体外機
を含む）

補 11,046

124
自動車運転免許取得・改
造助成金

自動車免許取得費用の一部及び取得した
自動車改造費用の一部を助成

補 100

125
成年後見制度利用支援事
業

成年後見制度の利用に係る費用負担が困
難な者に対し，費用の助成をする

補 668

126
重度心身障害者医療費助
成事業

重度心身障がい者に対し，自己負担分の医
療費助成

補 124,000

127 特別障害者手当支給事業
在宅の重度身体障がい者に対する手当支
給

補 32,366

128
中国残留邦人等支援・相
談員配置事業

永住帰国した中国残留邦人等に対し，支援
相談員を配置し，地域生活での安定と生き
生きとした暮らしの実現を図る

補 692

129
中国残留邦人等に対する
支援給付金事業

永住帰国した中国残留邦人等に対し，地域
生活での老後の生活安定と生き生きとした
暮らしができるよう，給付金支援を行う

補 24,665

130
生活保護適正実施推進事
業（体制整備強化事業）

生活困窮者からの相談に対し，専任の相談
員が対応し，他法や資産の活用等，きめ細
かい相談業務を行う

単 1,668

131
生活保護適正実施推進事
業（診療報酬明細書点検
等充実事業）

生活保護世帯の医療費に対し，専任のレセ
プト点検員が診療報酬明細書を点検するこ
とで，医療費の適正支出を図る

補 9,368

132 新規
生活保護適正実施推進事
業（健康管理支援事業）

生活保護受給者の生活習慣病及び，その重
症化予防を図るため，保健師等を配置し，健
康管理支援を行う

補 2,512

133 生活保護事業
生活の困窮する世帯へ生活保護費の支給
を行うことにより受給者の自立への支援を行
う

補 4,519,918

134
生活困窮者自立支援事業
（必須事業）

自立相談支援事業・住居確保給付金事業に
より，被保護者以外の生活困窮者の自立の
支援を行う

補 4,524

135 新規
生活困窮者自立支援事業
（任意事業）

一時生活支援事業，家計相談支援事業及
び子どもの学習支援事業により，生活困窮
者の自立の支援を行う

補 3,719

136 被保護者就労支援事業
生活保護世帯の専任の就労支援相談員を
配置し，就労可能な被保護者の就職支援を
行い，自立促進を図る

補 1,712

第２節　保健・医療の充実

1 妊婦健康診査
妊婦の疾病異常を早期に発見し，治療する
ことを目的として医療機関に委託して実施

単 33,500

2 妊産婦・新生児訪問指導
母親が安心して出産・育児にのぞむことがで
きるよう訪問指導を行う

単 338
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区分 事　業　名 事　業　概　要 単・補
事業費
（千円）

健康で長寿を謳歌するまちづくり

項　　　目

3 乳児全戸訪問事業
母親が安心して育児にのぞむことができるよ
う乳幼児を抱える家庭を全戸訪問し育児の
支援を行う

補 2,827

4 拡充
子育て世代包括支援セン
ター事業

妊娠・出産・子育てにかかる様々なニーズに
対応し総合的な支援を行う

補 2,804

5 拡充 妊娠・出産包括支援事業
妊娠から出産後早期の母子に対し，心身の
ケアや育児への支援を行う

補 1,374

6
乳幼児健康診査その他母
子保健事業

乳幼児の発育・発達の確認及び疾病異常の
早期発見を図るとともに，子育てに必要な支
援を行う

単 5,938

7 拡充 歯科保健事業
歯に対する関心を高め，早い時期からのむ
し歯予防に努める

単 2,545

8 ブックスタート事業
０歳児健診等を通して，乳幼児に絵本を配
付し，親子のふれあいを促進する

単 231

9 新規 新生児聴覚検査事業
聴覚障害を早期に発見し早期療育につなげ
るために必要な検査を実施する

単 1,309

10 新規 子育て応援メール事業
妊婦や子どもの成長に合わせた情報を発信
し，健やかな妊娠・出産・育児を応援する

単 1,300

11
長寿健診
（後期高齢者健康診査）

生活習慣病の予防と早期発見を目的とし
て，７５歳以上の市民を対象に血液検査，内
科診察などを実施する

補 5,113

12 一般健診
生活習慣病対策として，４０歳以上の生活保
護世帯，その他の方を対象とした健康診査，
保健指導を実施する

補 1,185

13 各種がん検診
各種がんの早期発見及び健康に関する意
識の向上を目的として実施する

単 53,209

14
新たなステージに入ったが
ん検診の総合支援事業

子宮頚がん・乳がんの女性特有がん検診の
推進を行い，がん予防と受診率向上を図る

補 1,243

15 健診以外の健康増進事業
生活習慣病や介護予防のため，健康づくり
に関する知識の普及や支援を幅広く行い，
健康の保持・増進に役立てる

補 5,549

16 予防接種 予防接種法に基づき実施する 単 90,167

17 結核予防事業 結核予防法に基づき実施する 単 2,647

18 食生活改善事業 健康づくりに食生活の面から啓発，支援する 単 1,519

19 救急医療啓発事業
９月９日をはさむ１週間に講演会などを実施
し救急医療の啓発を行う

単 417

20 ハブ咬傷治療事業
ハブ咬傷を受けた市民に対し，療養に要す
る費用の一部を支給する

単 280

21 養育医療費助成事業
養育のため未熟児が入院し治療した場合
に，医療費の助成を行う

補 4,000

22
離島地域不妊治療支援事
業

不妊治療に係る旅費・宿泊費の助成を行う 補 2,000
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区分 事　業　名 事　業　概　要 単・補
事業費
（千円）

健康で長寿を謳歌するまちづくり

項　　　目

23
奄美市不妊・不育治療支
援事業

不妊・不育治療に係る治療費の助成を行う 単 2,500

24 短期人間ドック補助事業
国民健康保険加入者の内，対象者に人間
ドック（1日・2日・脳ドック）費用額の7割，PET
健診は5万円を助成

単 10,736

25
はり・きゅう施設利用補助
事業

70歳未満の国保加入者で指定施術者に限
り，１回につき600円を補助。利用回数の限
度は１ヶ月15回以内で１年間60回以内

単 1,200

26 医療費適正化対策事業
国保医療費の適正化を図るため諸事業（重
複・頻回受診者の訪問指導，レセプト点検
等）を実施

単・補 16,603

27 拡充
国民健康保険税の適正賦
課及び収納率向上のため
の特別対策事業

保険税の収納率向上のための諸事業
（キャッシュカード口座振替受付サービスの
新規導入，夜間・休日訪問徴収の強化等）

補 14,491

28 保健事業（疾病予防費）
健康意識向上・重症化予防のための各事業
（各種イベントでの啓発活動，医療費通知，
ジェネリック医薬品差額通知等）の実施

単・補 3,326

29 特定健康診査等事業
生活習慣病対策として，40歳から74歳まで
の被保険者を対象とした特定健康診査，特
定保健指導の実施

補 27,903

30
特定健康診査・特定保健
指導推進事業

特定健診受診率の向上を図るための受診勧
奨の実施，各種運動教室や生活習慣病予
防教室の実施

補 8,977

31
後期高齢者医療広域連合
療養給付費負担金

後期高齢者（75歳以上）の医療費に係る市
町村負担金（1/12）

単 511,632

32 新規
人間ドック利用者助成事
業

後期高齢者医療保険加入者の人間ドック（1
日・2日・脳ドック）費用額の7割，PET健診は
5万円を助成

補 1,614

9



区分 事　業　名 事　業　概　要 単・補
事業費
（千円）

第１節　農林水産業の振興

1
多面的機能支払交付金事
業

多面的機能支払交付金事業負担金 補 28,676

2
（笠利東部１期地区）
畑かん施設整備

補 6,000

3
（笠利東部２期地区）
農道工，土層改良

補 6,000

4
（第二あやまる地区）
畑かん末端施設整備

補 1,500

5 新規
（第三あやまる地区）
畑かん末端施設整備

補 3,900

6
（辺留地区）
暗渠排水

補 1,000

7
（手花部地区）
沈砂池，排水路

補 4,730

8
（喜瀬浦地区）
喜瀬浦地区農道舗装工事
農道工 L=984ｍ

補 18,840

9
（森山・永山地区）
測量設計業務委託（大津山3号）Ｌ＝740ｍ
農道舗装工事（森山1号） Ｌ＝290ｍ

補 16,780

10 新規
（知名瀬地区）
測量設計業務委託（9路線）　Ｌ＝920ｍ
農道舗装工事                  　Ｌ＝90ｍ

補 15,420

11 新規
農地整備事業（通作・基幹
保全）

（古見方地区）
6路線点検調査

単 2,500

12
畑地かんがい施設移転補
償事業

（須野地区）
支線配水管移設工事 一式

単 7,000

13 新規
農村地域防災減災事業
（調査計画事業）

（節田地区）
ハザードマップ作成業務

補 10,000

14
県営中山間地域総合事業
（住用地区）負担金

全体計画（Ｈ25～Ｈ30）計画
農道・用排水路・活性化施設等の整備
平成29年度　各路線の設計・施工

補 5,050

15
農山漁村地域整備交付金
事業

林道城線舗装工事　 　Ｌ＝200ｍ
林道丸線線舗装工事　Ｌ＝100ｍ
林道改良工事有良線　Ｌ＝10ｍ

補 34,500

16 林道安念勝線舗装事業
林道安念勝線舗装工事
延長L=200m

単 5,100

17
大川ダム堆砂量測定業務
委託

大川ダム堆砂量調査 単 1,113

18
大川ダム施設管理システ
ム改修工事

デ－タ処理装置修繕改修事業 単 10,200

19 ダム管理費（大川・須野） 大川ダム・須野ダム維持管理 単 16,579

観光立島を目指した多様な産業連携のまちづくり

項　　　目

県営畑地帯総合整備事業

県営水質保全対策事業

農業基盤整備促進事業
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区分 事　業　名 事　業　概　要 単・補
事業費
（千円）

観光立島を目指した多様な産業連携のまちづくり

項　　　目

20 農業施設管理費 農業施設維持管理費 単 13,825

21 新規
農林産物流通機能活性化
事業

農林産物集荷車（2t冷蔵車） 単 5,486

22
大島農業共済事務組合家
畜診療所負担金

診療体制の充実，農家の飼養管理改善，家
畜衛生の充実を図る

単 2,886

23
大島農業共済事務組合負
担金

農業者の自然災害等の損失を補填して農家
経営の安定を図る

単 12,648

24
大島本島地区地産地消推
進協議会負担金

地域で生産される新鮮で安心・安全な農産
物の供給し消費者の理解を深め，食育・地
産地消の推進を図る

単 580

25
（公財）奄美市農業研究セ
ンター運営交付金

・管理費　・農業機械受託作業費　・農地保
有合理化事業費　・研究事業費　・たい肥生
産販売事業費

単 33,996

26 農業研修センター管理費 農業研修センターの運営維持管理 単 5,562

27 農道台帳作成業務委託
名瀬地区　  1,900千円
笠利地区　　　972千円
住用地区　　1,793千円

単 4,665

28 農地集積協力金交付事業 人・農地プラン作成に伴う事務費 補 250

29
奄美市農業ふれあいまつ
り補助金

農村部と都市部との交流の場
（奄美市まなび・福祉フェスタと同時開催）

単 330

30 農地中間管理事業
「農地中間管理機構」を通して，農地の利用
を促進し，農業の生産性の向上を図る

補 4,515

31
重点品目生産向上対策事
業補助金（畜産）

畜産簡易資材の購入補助 単 1,000

32
北大島肉用牛凍結精液サ
ブセンター負担金

優れた凍結精液の確保と受胎率の向上 単 1,203

33 新規 農業研修等助成金 大島地区肉用牛振興大会研修補助 単 66

34
口蹄疫経営維持緊急支援
資金利子補給補助金

口蹄疫経営維持緊急支援資金に対する利
子補給補助金

補 10

35
畜産経営維持緊急支援資
金利子補給補助金

畜産経営維持緊急支援資金利子補給補助
金

補 19

36
畜産基盤再編総合整備事
業

畜産基盤再編総合整備事業費負担金 補 4,500

37
農業近代化資金利子補給
補助金

農業近代化資金借入に対する利子補給補
助金

補 51

38
農業経営基盤強化資金利
子補給補助金

農業経営基盤強化資金借入に対する利子
補給補助金

補 135

39
農作物特殊病害虫等防除
業務

アフリカマイマイ，ネズミ等による農作物の被
害軽減のための農薬購入に対する補助

単 1,500
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区分 事　業　名 事　業　概　要 単・補
事業費
（千円）

観光立島を目指した多様な産業連携のまちづくり

項　　　目

40 特殊病害虫対策事業 特殊病害虫の防除委託費 補 2,851

41
地域農業用廃プラスチック
類適正処理推進協議会負
担金

農業用ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類適正な処理の推進
年2回ﾊｳｽﾋﾞﾆｰﾙ・ﾏﾙﾁ他回収

単 75

42 有害鳥獣捕獲事業補助
ｲﾉｼｼ120頭×4，400円
ｶﾗｽ100羽×600円
病害ｲﾉｼｼ30頭×5，600円

単 756

43 鳥獣被害対策実践事業
イノシシ防護柵等の設置及び捕獲活動
鳥獣被害対策実施隊員報酬及び費用弁償

補 25,401

44
重点品目生産向上対策事
業補助金（果樹）

果樹苗木導入補助（大玉スモモ） 単 79

45
重点品目生産向上対策事
業補助金（果樹）

カボチャ生産拡大の資材補助 単 1,600

46
環境保全型農業直接支払
交付金事業

化学肥料等を低減する取組に対して支援を
行う

補 48

47 農業研修等助成金 野菜・果樹農家の先進地研修に対する補助 単 286

48
農林水産物輸送コスト支
援事業

指定農林水産物５５品目の販路・生産拡大
等のための移出に係る輸送費の支援

補 17,129

49 青年就農給付金事業
経営が不安定な就農直後の所得を確保する
ための給付金の支給

補 24,950

50
経営体育成支援事業補助
金

新規就農者のハウス等の整備 補 23,836

51 農業研修等助成金
農業関係の大学進学者に対する奨学金と農
業研修生の農業先進地研修に対する補助

単 443

52 農業研修等助成金 農業研修生（45歳以上）の研修費助成 単 441

53 林道管理費 林道施設維持管理 単 7,189

54 松くい虫駆除事業 笠利地区　伐倒駆除　　500㎥ 補 16,212

55 里山林機能回復事業
名瀬地区　伐倒除去　500㎥
笠利地区　伐倒除去　200㎥
住用地区　伐倒除去　100㎥

補 34,244

56
森林総合研究所分収造林
事業

除伐
名瀬地区　4.0ha
住用地区　3.4ha

補 2,174

57
森林環境保全直接支援事
業

測量・改良委託（広葉樹育成・不良木伐採）
10.0ha

補 6,230

58
奄美市街地みどり環境保
全事業

松くい虫の被害木（枯損木）を伐倒するク
レーン等の機械経費助成事業

補 10,000

59 松危険木対策事業費 松枯損木の伐倒・除去 単 22,000

12



区分 事　業　名 事　業　概　要 単・補
事業費
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60
森林整備地域活動支援交
付金

名瀬地区　125ha 補 1,000

61
地域森林環境づくり促進
事業

松林の薬剤の樹幹注入業務 補 2,722

62 土地改良施設維持管理 土地改良施設の維持管理負担 単 10,951

63
さとうきび振興対策協議会
負担金

さとうきび振興対策協議会負担金 単 5,640

64
さとうきび生産回復対策事
業

さとうきび生産回復対策事業 単 3,691

65
さとうきび管理作業軽減事
業負担金

さとうきび管理作業軽減事業 単 825

66
さとうきび優良種苗供給確
保事業

さとうきび優良種苗の農家への供給 補 726

67
笠利営農支援センター管
理費

優良種苗の供給，土壌診断，栽培技術研修
等の実施

単 7,174

68 たい肥生産販売事業
良質のたい肥の製造販売による地力の増進
を図り，農業所得の向上を図る

単 9,850

69
奄美市ひと・もの交流プラ
ザ管理費

駐車場・休憩所・トイレ・情報案内所・直売所
等の管理を行う

単 1,265

70
笠利農村環境改善セン
ター管理費

笠利農村環境改善センターの運営維持管理 単 21,722

71
中山間地域等直接支払事
業

中山間地域等直接支払事業交付金 補 4,883

72 農作業受託業務 ホイルトラクター耕耘作業 単 639

73
農林産物加工センター維
持管理費

管理業務委託 単 2,184

74 木工工芸センター管理費 指定管理費 単 3,600

75
離島漁業再生支援交付金
事業

離島漁業活性化支援及び新規就業者特別
対策により水産業振興を図る

補 18,364

76 水産加工施設管理 笠利地区農林水産物加工施設管理 単 1,125

77 新規 須野漁港浚渫事業 須野漁港浚渫工事 単 9,400

78
水産物供給基盤機能保全
事業負担金

大熊橋補修事業負担金 単 3,800

79
漁村再生交付金事業負担
金

大熊漁港荷捌所用地舗装等負担金 単 2,000
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80
漁業担い手育成支援事業
補助金

新規漁業就業者の確保・育成 単 1,000

81
奄美群島水産物輸送コス
ト低減実証事業負担金

沖縄向け水産物輸送費の一部補助を行う 補 1,600

第２節　商工業の振興

1 拡充
中心市街地活性化対策事
業

中心市街地出店支援事業 単 9,200

2 拡充
中心市街地活性化対策事
業

中心市街地店舗リフォーム補助事業 単 10,000

3
中心市街地活性化対策事
業

まちなか居住推進事業 単 3,000

4
中心市街地活性化対策事
業

中心市街地魅力アップ事業 単 2,000

5
中心市街地活性化対策事
業

商店街活性化推進業務
（商店街イベント等の企画・運営）

単 5,000

6
中心市街地活性化対策事
業

中心商店街商業集客施設立地促進事業 単 5,400

7
中心市街地活性化対策事
業

中心市街地活性化資金保証料補助事業 単 750

8
奄美市経営対策資金利子
補助金

市内事業者の経営の安定及び育成を図るた
め，制度資金等の借り入れに対する利子補
助を実施

単 10,000

9
プレミアム商品券発行事
業

プレミアム付き商品券の発行 単 20,000

10
奄美大島商工会議所補助
金

商工業近代化対策事業補助 単 938

11 商店街歩行者通行量調査
商店街区域において，8月期，12月期，3月
期に歩行者の通行量調査を実施

単 807

12 あまみ商工会運営補助 商工会運営補助 単 2,351

13 奄美観光桜マラソン補助 奄美観光桜マラソン補助金 単 1,500

14 新規 奄美市中小企業振興会議
奄美市中小企業・小規模企業振興条例にも
とづく，振興会議の開催

単 78

第３節　地場産業の振興

1
本場大島紬施設管理（笠
利）及び糊張場解体工事

笠利大島紬織工養成所支援，大島紬施設
の管理運営及び解体工事

単 10,587

2
首都圏での奄美の観光Ｐ
Ｒと物産展の開催事業

（一社）奄美群島観光物産協会負担金 単 9,067
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3 友好都市交流事業負担金 友好関係にある都市との交流事業 単 1,100

4
奄美ふるさと100人応援団
事業

奄美ふるさと100人応援団認定・事業展開 単 3,225

5
特産品販路開拓事業負担
金

黒糖焼酎の日イベント費用 単 200

6 郷友会交流強化事業 あまみんちゅ結事業 単 1,000

7 新規 郷友会交流強化事業 関西奄美会１００周年記念事業負担金 単 3,000

8
本場奄美大島紬再生支援
事業

本場奄美大島紬振興に向けた総合的施策
（ＪＡＰＡＮブランド育成支援，販路開拓，在
庫活用，店頭ディスプレイ）

単 11,700

9
本場奄美大島紬購入費等
助成金事業

本場奄美大島紬の反物を購入し着物等に仕
立てた市民への助成

単 10,000

10 新規
本場奄美大島紬泥染公園
改修工事

本場奄美大島紬泥染公園の園路等の改修
工事

単 3,000

11 紬の日開催事業
新成人者への紬着用推進・市民への紬着用
イベントの開催

単 348

12
本場奄美大島紬販路開拓
資金貸付事業

本場奄美大島紬販路開拓資金貸付事業 単 35,000

第４節　観光の振興

1 観光客誘致対策事業 観光パンフレット｢風は南から｣ 単 196

2 観光客誘致対策事業 奄美満喫ツアー実行委員会負担金 単 15,000

3 観光客誘致対策事業 奄美大島ＤＭＯ推進事業 単 4,617

4 観光客誘致対策事業 観光交流活性化事業負担金 単 12,000

5 観光受入対策事業 奄美の魅力満喫｢海｣エリア総合整備事業 補 100,000

6 新規 観光受入対策事業 健康体験交流施設改修事業 単 24,600

7 観光受入対策事業 奄美大島体験交流受入協議会負担金 単 240

8 観光受入対策事業
奄美海洋展示館・大浜海浜公園施設の指定
管理

単 33,115

9 観光受入対策事業 健康体験交流施設維持管理 単 7,900
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10 観光受入対策事業 マングローブパーク指定管理料 単 6,900

11 観光受入対策事業
蒲生崎観光公園・笠利崎・土盛海岸・打田原
崎原・打田原海岸等施設の維持管理

単 4,959

12 新規 観光受入対策事業 蒲生崎展望台補修工事 単 15,400

13 観光受入対策事業 あやまる岬観光公園施設の施設管理 単 12,420

14 観光受入対策事業
九州道の駅協議会負担金・全国「道の駅」連
絡会会費

単 70

15 観光受入対策事業 着地型旅行商品造成事業 補 2,000

16 新規 観光受入対策事業
マングローブパーク施設整備（カヌー乗降施
設整備）

単 5,204

17 新規 観光受入対策事業 あやまる岬観光公園遊具の整備 単 4,000

18 観光イベント推進事業
奄美大島チャレンジライド実行委員会負担
金

単 300

19 観光イベント推進事業 奄美まつり開催負担金 単 1,645

20 観光イベント推進事業 三太郎まつり負担金 単 366

21 観光イベント推進事業 あやまる祭り負担金 単 658

22 観光イベント推進事業 まちおこしフェスティバル事業 単 412

23
スポーツアイランド戦略推
進費

奄美スポーツアイランド協会負担金 単 5,500

24
スポーツアイランド戦略推
進費

各種スポーツ教室の開催 単 60

25
スポーツアイランド戦略推
進費

プロ野球キャンプ受入事業 単 2,000

26
空と海交通ネットワーク充
実事業

奄美大島･喜界島航路対策協議会負担金 単 165

27
空と海交通ネットワーク充
実事業

鹿児島･喜界･知名航路運営協議会 単 752

28
空と海交通ネットワーク充
実事業

航空・航路運賃軽減事業負担金 補 101,064

29
空と海交通ネットワーク充
実事業

奄美空港ターミナルビル拡張事業 単 104,924
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30
空と海交通ネットワーク充
実事業

奄美群島航路対策協議会負担金 単 16

31
森と水のまち住用観光プ
ロジェクト事業

中核施設周辺整備 補 100,000

32
歴史回廊のまち笠利観光
プロジェクト事業

歴史回廊のまち笠利観光プロジェクト計画に
基づく施設整備

補 69,300

33 新規
奄美北部観光拠点施設整
備事業

あやまる岬に奄美大島北部の観光拠点とし
てワンストップで立ち寄る，サービスエリアの
機能をもった施設を整備する

補 65,100

34 地域おこし協力隊事業 地域おこし協力隊による観光振興事業 単 5,964

第５節　情報産業の振興

1
奄美市ICTプラザかさり管
理費

奄美市ICTプラザかさり管理運営費 単 4,428

2
奄美市産業創出プロ
デューサー配置事業

施設内企業連携や地元企業との連携促進
による企業・仕事誘致の推進

単 5,184

3
情報通信産業人材育成事
業

島内企業従事者ＯＦＦ－ＪＴ研修補助
コーチ招聘事業

補 8,889

4
ICT人材育成センター管理
費

ICT人材育成センター管理に要する諸費用 単 590

5 光ブロードバンド整備事業
光ブロードバンド基盤整備に要する設備費
の助成

単 164,000

6 フリーランス支援事業
フリーランスによる新しい働き方の支援に要
する経費

単 5,000

7 新規 創業支援事業
「あまみ創業塾」による創業希望者へのセミ
ナー開催

単 213

8 新規
地域総合整備資金貸付事
業

奄美空港ターミナルビル増改築事業への地
方総合整備資金貸付け

単 300,000

第６節　雇用機会の拡大

1
中小企業退職金共済掛金
補助

事業所が支払う新規の退職金共済掛金の
一部を助成

単 1,320

2
（公財）奄美広域中小企業
勤労者福祉サービスセン
ター負担金

中小企業の総合的な福利厚生事業の振興
を図る

単 5,061

3 地域雇用サポート事業 新卒ルーキー家賃補助金 単 600

4 地域雇用サポート事業 高卒ルーキー雇用奨励補助金 単 3,600

5 地域雇用サポート事業 奄美インターンシップ補助金 単 3,000
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6 地域雇用サポート事業 地域産業雇用奨励サポート補助金 単 600

7 おしごとテーマパーク 子ども達のおしごと体験等イベント運営 単 2,000

第７節　産業連携の推進

1
産業活性化推進事業
（企業誘致対策）

産業創出プロデューサー配置・企業訪問事
業

単 5,752
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区分 事　業　名 事　業　概　要 単・補
事業費
（千円）

第１節　生活基盤・環境の整備

1
末広・港土地区画整理事
業（補助・単独）

建物等移転補償・工事費 補 397,300

2 新規
都市公園施設長寿命化対
策事業

都市公園改修（６公園） 補 63,000

3
奄美市都市計画マスター
プラン策定業務

奄美市都市計画マスタープラン策定業務 単 16,000

4
名瀬港港湾環境整備負担
金

名瀬港本港地区防災緑地整備負担金 単 22,080

5
名瀬港改修（統合補助）事
業負担金

名瀬港改修・延命化事業負担金 単 4,400

6 河川整備事業 名瀬4河川，住用1河川，笠利2河川 単 30,000

7 新規
港湾海岸保全事業（長寿
命化計画策定業務）

赤木名港海岸 補 5,100

8
既設市営住宅ストック改善
事業

外壁落下防止等改修工事・水洗化工事 補 69,480

9 新規 公営住宅整備事業 住用西仲間住宅建設に係る測量・設計 補 11,450

10
住宅リフォーム等助成事
業

住宅リフォーム等助成金の交付 単 20,000

11
住宅・建築物安全ストック
形成事業

民間住宅の耐震診断に係る助成金の交付
（5件）

補 300

12
住宅・建築物安全ストック
形成事業

民間住宅の耐震改修に係る助成金の交付
（5件）

補 1,500

13 新規
住宅・建築物安全ストック
形成事業

がけ地近接等危険住宅の移転に係る補助
金の交付（1件）

補 802

14 街なみ環境整備事業 道路美装化　L=1270ｍ 補 57,448

15
公共下水道事業
（単独事業）

下水道特別会計の企業会計適用業務 管路
台帳整備業務
汚水管路施設工事 Ｌ＝17m

単 36,500

16
公共下水道事業
（資源循環形成）

終末処理場改築工事
ストックマネジメント計画策定業務

補 270,200

17
公共下水道事業
（地震対策）

マンホール更正工事　Ｎ＝2ヶ所
ポンプ場改築工事

補 95,400

18
農業集落排水事業
（奄美地区）

最適整備構想作成業務 補 8,000

19
合併処理浄化槽設置整備
事業

５人槽×18基
７人槽×５基
10人槽×２基

補 9,322

自然に囲まれた快適なくらしのまちづくり

項　　　目
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区分 事　業　名 事　業　概　要 単・補
事業費
（千円）

自然に囲まれた快適なくらしのまちづくり

項　　　目

20
特定環境保全公共下水道
事業(大笠利処理区）

汚水管路移設・マンホール嵩上等 単 10,600

21
特定環境保全公共下水道
事業(赤木名処理区）

管路詳細設計
マンホールポンプ設置工事・汚水管路施設
工事

単・補 368,700

22
農業集落排水事業
（佐仁地区）

処理施設電気設備工事
処理施設場内整備工事・汚水管路施設工事

単・補 56,641

23
農業集落排水事業
（用安地区）

管路測量設計・処理施設基本設計
汚水管路施設工事　L=340ｍ

単・補 59,900

24
農業集落排水事業
（笠利地区）

汚水管路施設工事 単 1,000

25 平田浄水場更新事業 機械・電気設備工事 単・補 214,297

26
簡易水道再編推進事業
（西部地区）

連絡管・配水管布設工事 L=2,348ｍ
西部受水槽工事

単・補 132,522

27 拡充 配水施設整備事業
配水本管布設替工事
（末広・佐大熊等）

単 150,648

28 地籍調査事業
調査面積　計　3.66㎢
名瀬　1.13㎢　　住用　2.01 ㎢
笠利　0.52㎢

補 82,880

29
景観形成・環境保全活動
助成金

地域の景観形成につながる美化活動等を行
う団体に対する助成

補 500

30 新規 景観計画策定業務 奄美市における景観計画の策定 単 7,000

第２節　交通体系の整備

1
伊津部勝・名瀬勝・小湊線
道路整備事業

用地費 補 2,100

2 橋梁長寿命化点検 橋梁点検89橋 補 31,000

3 災害防除事業 法面対策4ヶ所 補 36,700

4 交通安全対策事業 防護柵設置　Ｌ＝600ｍ 補 10,500

5 道路舗装修繕
市道舗装修繕工事13路線
名瀬9路線　笠利3路線　住用1路線

補 76,600

6 橋梁補修事業
補修工事 11橋
実施設計　7橋

補 121,800

7
赤木名・笠利線道路
整備事業

道路改良舗装　L=175ｍ 補 90,100

8
手花部・節田線道路
整備事業

測量設計　補償調査　40件
用地補償　40件

補 26,200
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区分 事　業　名 事　業　概　要 単・補
事業費
（千円）

自然に囲まれた快適なくらしのまちづくり

項　　　目

9 地方道路等整備事業
市道舗装・側溝整備工事
市内一円

単 100,000

10 新規
地域公共交通網形成計画
策定事業

持続可能な地域公共交通の在り方を検討す
るため，地域公共交通再活性化法に基づく
地域公共交通網形成系計画を策定する

単 10,000

11
地方公共交通特別対策事
業

廃止路線代替バス運行補助 単 35,000

第３節　自然環境の保全と活用

1 地球温暖化対策事業
地球温暖化防止活動実行計画の実践及び
啓発事業

－ －

2 新規
世界自然遺産登録推進事
業

奄美大島５市町村で連携し，自然遺産登録
へ向けて機運醸成のための啓発活動を行う

単 10,259

3 新規
奄美群島国立公園指定記
念イベント負担金

国立公園指定記念イベント開催負担金 単 1,000

4 ウミガメ保護対策事業
ウミガメの調査及び保護のための監視員の
設置

補 737

5 サンゴ礁保全対策事業
国定公園及び重点海域におけるサンゴ礁の
保全及び再生試験の実施

補 3,156

6 環境保全啓発事業
環境を守る標語・ポスター展を開催し，環境
保全啓発活動の推進

単 115

7 エコマネー推進事業
資源ゴミのリサイクルを活用したエコマネー
活動の推進

－ －

8
使用済自動車共同搬出事
業

離島からの使用済自動車の共同搬出事業 補 12,388

9 廃家電共同搬出事業 離島からの廃家電の共同搬出事業 補 3,855

10 ヤギ被害防除対策業務
生態系の保全を図るため，野生化ヤギの防
除対策事業の実施

補 1,629

11 松くい虫被害予防業務
保存樹を対象に松くい虫被害予防のための
薬剤散布を行う

単 1,190

12
ゴミ不法投棄監視及び環
境パトロール

不法投棄の未然防止と実態を調査するた
め，監視員の設置及び環境パトロールの実
施

単 5,617

13
生ゴミ処理機購入促進事
業

生ゴミ処理機購入に対する補助 単 140

14
海岸漂着物地域対策推進
事業

景観や生態系を維持するため，海岸漂着物
回収等の実施

補 21,030

15 野良猫対策事業 野良猫の避妊・去勢事業 補 2,450

16 飼い猫避妊手術助成事業
捨て猫防止，自然繁殖の抑制を図るため飼
い猫の避妊手術に係る費用の一部を助成す
る

補 1,550
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区分 事　業　名 事　業　概　要 単・補
事業費
（千円）

自然に囲まれた快適なくらしのまちづくり

項　　　目

17 新規
マイクロチップ装着支援事
業

飼い猫の所有者を明確にするためにマイク
ロチップ装着の支援の実施

単 1,000

18 新規 ノネコ対策事業
ノネコの一時収容施設を整備し，希少動物
が生息している地域からノネコの排除を行う

補 12,402

19 拡充
希少野生動物保護対策事
業

希少種ロードキル対策 単 659

20 新規
ネコの行動圏調査及び適
正飼育啓発事業

ネコの行動圏調査を行い，飼い猫の適正な
飼育啓発事業を行う

補 2,000

21 希少野生動植物保護事業
希少野生動植物の調査・パトロール及び外
来種対策

補 3,793

22
リュウキュウアユ保護増殖
普及啓発事業

リュウキュウアユを活用した普及啓発活動
及び保護増殖の実施

補 3,253

23
ヤスデ・衛生害虫対策事
業

ヤンバルトサカヤスデ及び衛生害虫の発生
防止及び駆除対策

単 11,111

24 水質保全管理事業 河川，海域等の水質検査の実施 単 523

25 ハブ買い上げ事業
ハブ咬傷事故の防止のため，生きハブ捕獲
の奨励事業

補 27,000

26
環境美化推進団体助成事
業

環境美化活動に対する町内会，自治会への
助成

単 1,599

27
資源ゴミ収集運搬業務委
託事業

法に定める資源物の収集リサイクルの推進 単 9,329

28
一般廃棄物収集及び運搬
業務

家庭より排出される可燃，不燃ゴミの収集運
搬業務

単 68,136

29 畜犬管理事業
狂犬病予防法による畜犬の管理及び狂犬
病予防注射の実施

単 237

30 ごみ出し指導業務 ごみ出しマナーの指導業務 単 754

31 市民清掃
ゴミのないきれいなまちづくりのため，毎月
第３日曜日に地域での清掃活動を行う

単 660

32 奄美市斎場維持管理事業 火葬場の円滑な運用及び施設管理 単 23,897

33 と畜場管理事業 と畜場の円滑な運用及び施設管理 単 7,408

34 市有墓地管理事業
市有墓地管理条例に基づく適正使用の促
進，無縁墓地の調査・確認等

単 7,322

第４節　安全な地域づくりの推進

1 自主防災組織支援
自主防災組織の資機材整備及び活動の支
援

単 500
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区分 事　業　名 事　業　概　要 単・補
事業費
（千円）

自然に囲まれた快適なくらしのまちづくり

項　　　目

2 防災訓練 防災訓練の実施 単 351

3 防災情報伝達機能強化 FMラジオ無線回線設置 補 13,600

4 指定避難所機能強化
外壁落下防止及びサッシ改修工事
(城へき地福祉館)

補 13,616

5 指定避難所機能強化
外壁落下防止，屋根防水工事
（城前田へき地保健福祉館・石原集会場）

単 18,300

6 新規 防犯カメラ設置
防犯対策の一環として，防犯カメラを１箇所
設置する

単 1,836

7 街灯設置補助金
防犯対策のため，自治会等が設置する街灯
への補助（LED化への対応）

単 13,720

8 奄美市交通災害共済事業 加入促進及び適正な給付の確保 単 7,160

9 法律相談
奄美法律相談センターによる無料弁護士相
談（月３回）

単 519

10 消費者行政事業
消費生活相談体制の維持・トラブルの防止，
啓発，広報

単 3,244

11 消費者行政活性化事業
消費生活相談体制の強化・消費者トラブル
予防，啓発，広報

補 1,500

12
県単急傾斜地崩壊対策事
業

小宿9地区・大熊5地区 補 18,000

13 住用地区内水対策 排水機場整備工事 補 94,500

14
小規模急傾斜地崩壊対策
事業

真名津地区他 単 3,000

15
急傾斜地崩壊対策事業負
担金

小俣2地区・鳩浜2地区・安勝5地区 単 12,000

16 県単砂防事業負担金 浦上川支渓7 単 1,000

17 交通安全施設整備事業 ガードレール・ガードパイプ等 単 8,000

18 高規格救急自動車（IP無線整備） 単 35,000

19 指令通信系サーバ更新 単 11,055

20
消防ネットワーク環境構築及びセキュリ
ティー対策　（名瀬消防署，笠利消防分署，
住用消防分駐所）

単 15,288

21
消火栓整備設置工事事業
（朝戸地区）

単 900

消防防災施設整備事業
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区分 事　業　名 事　業　概　要 単・補
事業費
（千円）

自然に囲まれた快適なくらしのまちづくり

項　　　目

22
消火栓整備設置工事事業
（用安地区）

単 1,100

23
防火水槽整備設置工事事業（60ｔ型）
（和光第一公園）

単 13,300

24
小型動力ポンプ付積載車代替整備
（知名瀬，市　2台）

単 16,000

25 新規
奄美市消防団笠利方面隊
赤木名分団里消防車庫新築工事

単 63,700

26
消防ポンプ自動車（CD‐1）新規配備
（上方地区）

単 20,000

27 新規
（仮称）朝日町消防団車庫及び集会場新築
工事

単 86,400

消防防災施設整備事業
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区分 事　業　名 事　業　概　要 単・補
事業費
（千円）

第１節　学校教育の充実

1
講師配置事業
（「あまみっ子」すくすくプラ
ン）

小学校５・６年生の36人以上の学級に講師
を配置し，きめ細かな授業の充実による学
力の向上を図る

単 9,832

2 拡充
特別支援教育支援員配置
事業

発達障害など特別な教育程配慮が必要な児
童生徒の学校生活を援助する

単 21,851

3 支援検討委員会事業
特別な支援を要する幼児児童生徒の情報を
共有し，支援の在り方を研究・実践し，支援
の更なる充実を図る

単 82

4 あまみ授業セミナー
鹿大附属小中学校教諭による模擬授業や
講話等を通して，教員の授業力向上を図る

単 259

5
小規模校通学バス等借り
上げ事業

豊かな自然環境等に恵まれた特認校での就
学を希望する児童生徒の通学を支援する
（芦花部小中，崎原小中）

単 7,762

6 中学生国際交流派遣事業
姉妹都市の米国ナカドゥチェス市へ中学２年
生を派遣し，交流を深めさせることで，異文
化理解や国際感覚，郷土愛を高める

単 2,510

7
「あまみっ子」ふるさと学習
支援事業

総合的な学習の時間等における郷土の自
然・文化・伝承伝統産業などについての学習
を支援する

単 3,700

8 拡充 ふるさと体験留学事業
市街地の大規模校から市内小規模校へ児
童を体験留学させ，小規模校のよさに触れ
させる

単 175

9
あまみスクールカウンセ
ラー配置事業

学校において不登校児童生徒に対して，相
談活動を行う

単 840

10
ふれあい教室（適応指導
教室）相談員配置事業

不登校児童生徒への学習支援等を行うと共
に，不登校児童生徒保護者教職員等への相
談活動を行う

単 2,079

11 市学校教育振興協議会
本市の課題等に応じた魅力ある研修や講演
等を通して，教職員の資質向上を図る

単 240

12
あまみスクールソーシャル
ワーカー配置事業

別室登校の生徒適応指導教室への通級生
徒及び不登校の生徒保護者への支援を図
る

単 8,871

13 外国語指導助手招致事業
ＡＬＴを各学校に派遣し，ＡＬＴとのＴＴ指導の
工夫により児童生徒の英語力の向上を図る

単 7,791

14 いじめ問題調査委員会
いじめ問題等での重大な事案について調査
研究を行う

単 288

15
複式小規模校集合学習事
業

名瀬・住用地区，笠利地区それぞれの複式
校が一堂に会して学習を行い，多人数での
学習経験を積ませる

単 228

16
ナカドゥチェス市中学校奄
美市訪問受入

姉妹都市の米国ナカドゥチェス市からの訪問
中学生と本市中学生との交流を図り，異文
化理解や国際感覚等を高める

単 310

17 理科支援員配置事業
理科好きな児童の育成を目的とし，小学校
５・６年理科授業に係る準備，補助，片付け
のための支援員を派遣する

単 2,200

18 小中一貫教育推進事業
小中一貫教育の推進に向けた態勢整備を
図り，中１ギャップや学力向上に向けた取組
を推進する

補 900

19 学校評議員会実施事業
保護者や地域住民の意向を把握し，学校運
営に反映させることで，開かれた学校づくり
を推進する

単 441

地域の中で教え，学ぶ教育・文化のまちづくり

項　　　目
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区分 事　業　名 事　業　概　要 単・補
事業費
（千円）

地域の中で教え，学ぶ教育・文化のまちづくり

項　　　目

20
実践的安全教育総合支援
事業

防災教育において，関係機関との連携を図
りながら，自らの命を守り抜こうとする「主体
的に行動する態度」等を育成する

単 210

21 栄養士配置事業
郷土色あふれる学校給食の創造のため栄
養教諭未配置校（大規模校等）へ栄養教諭
を派遣する（巡回）

単 2,272

22
あまみっ子運動遊び・体育
教室指導員派遣事業

市内幼稚園・保育所・小中学校に指導員を
派遣し，幼児や児童生徒の体力・運動能力
の向上，健康増進に寄与する

単 1,110

23 新規 学校ＩＣＴ環境整備事業
学力向上を目指し，小・中学校のＩＣＴ機器の
充実を図り，授業力の向上を図る

単 13,110

24 新規
教育寄附金学校ＩＣＴ等整
備事業

個人寄附金による名瀬地区内小中学校へ
のＩＣＴ関連備品等の整備

単 30,000

25 新規 西宮市との交流事業
西宮市と市内の児童・生徒が交流すること
で，自然・文化等の違いを認識し，奄美らし
さを知る機会を創出する

単 400

26 給食センター整備事業 名瀬・住用地区学校給食センター建設事業 補 712,887

27
魅力ある学校づくり
支援事業

高校を対象に，学校の魅力発信や魅力づく
りへの支援事業（学校からの事業提案型）

単 5,000

28 新規
公立小中学校屋外プール改修工事
（朝日小，大川小中，金久中）

単 16,400

29 新規 崎原小中学校屋外トイレ新設工事 単 7,000

30 新規 知根小学校音楽室床改修工事 単 2,600

31 新規
公立小中学校校長室・職員室クーラー改修
工事（伊津部小，市小中，東城小中，住用
小，住用中）

単 6,904

32
奄美市ふるさと創生人材
育成資金貸付制度

教育奨学生（高校，高専，専修学校，短大，
大学，大学院）と起業奨学生（技術の習得や
研修等）への貸付

単 24,585

33 学校給食運営事業
成長期における児童生徒の健康管理体制
の向上を図るため，学校給食運営事業を行
う

単 205,971

34 拡充
要保護及び準要保護児童生徒援助費（学用
品費，医療費，給食費，修学旅行費，体育
実技用具費）

単 62,782

35 特別支援教育就学奨励費 単・補 2,421

36
へき地児童生徒援助費
（牛乳・米飯補助，修学旅行費）

単 104,213

37 遠距離通学生徒補助金 単 564

38 私立幼稚園就園奨励費 入園料及び保育料補助 補 40,381

39 学校施設営繕事業
施設，建物等（小中学校，幼稚園，教職員住
宅等）補修

単 29,058

公立学校等施設整備事業

児童生徒就学援助費
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区分 事　業　名 事　業　概　要 単・補
事業費
（千円）

地域の中で教え，学ぶ教育・文化のまちづくり

項　　　目

40 学校備品整備事業
小・中学校，幼稚園一般備品・教材備品等
や学校図書の購入

単 20,369

41 理科教育設備整備事業 小・中学校理科教育設備・備品の購入 補 4,000

42 新規 共同調査研究事業
学校給食における持続可能な食材の流通シ
ステムの構築事業

補 3,200

43
笠利給食センター運営事
業

笠利教育支所管内の幼稚園１園，小学校８
校，中学校２校に給食センター方式で給食を
提供する

単 77,215

44 大島北高等学校の振興
大島北高等学校生徒通学費等補助金，学
校教育振興協議会運営補助金

単 9,062

45 高等学校振興対策事業 スクールバス定期券購入補助金 単 1,976

46 拡充 花づくり・花いっぱい運動
園児，児童，生徒が土に触れながら花を育
てることにより，学校環境や地域の緑化を図
り，豊かな情操及び郷土を愛する心を育む

単 2,698

47
奄美看護福祉専門学校支
援事業

高校卒業後の島内での高等教育機会確保，
医療・福祉分野における人材育成・確保

単 10,000

48
奄美への大学等設立に関
する可能性調査事業

奄美への大学設立の可能性について有識
者等による検討を行う

単 500

49 新規 巡回型学校司書配置事業
常勤の学校司書のない小規模校を巡回する
学校司書を配置し，読書環境の充実を図る

単 3,644

第２節　生涯学習の推進

1 名瀬公民館管理運営 名瀬公民館及び分館の管理運営委託 単 35,800

2 ふるさとリーダー奄美塾
子どもたちが体験活動を通してシマの自然
などと直接触れ合い，ふるさとの良さを感
じ，豊かな人間性や社会性を培う機会を作る

単 580

3
青少年健全育成事業（名
瀬）

奄美市青少年育成市民会議を中心とし，定
期的に青少年に対する声かけ等を実施し，
青少年の健全育成を図る

単 140

4 奄美市まなびフェスタ
シンポジウムや民間団体と連携した多種多
彩なブースによる展示活動発表等を実施す
ることにより，学習活動への参加を促進する

単 135

5 新規
市民交流センター（公民
館）建設

市民交流センター（公民館）建設の基本設計
に係る費用

単 19,000

6 新規
奄美・沖縄こども環境調査
隊交流事業

奄美・沖縄の小中学生が沖縄県で現地調査を行
い，自然環境について学ぶことにより，島の環境
保全を担う未来のリーダー育成の機会とする

単 1,220

7
子どもたちの情操育成事
業（市少年少女合唱団）

市内小・中学生を団員とする市少年少女合
唱団活動による歌声の響く地域づくりを通し
て，情操教育を推進していく

単 990

8 新成人のつどい（名瀬）
新成人者による実行委員会を組織し，企画
運営等をサポートし，成人を祝う式典を開催
する

単 80

9 成人式（笠利）
新成人者による実行委員会を中心に企画運
営し成人を祝う式典を開催する

単 20
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区分 事　業　名 事　業　概　要 単・補
事業費
（千円）

地域の中で教え，学ぶ教育・文化のまちづくり

項　　　目

10 成人式（住用）
新成人が１分間スピーチで抱負等を述べ，
和気あいあいの中で，新成人を祝う

単 24

11
奄美市地域女性団体連絡
協議会運営補助金

奄美市地域女性団体連絡協議会の運営を
補助し，地域女性団体連絡協議会の活動の
充実を図る

単 356

12 新規
奄美市ふるさとを興す女
性大会助成金

奄美市ふるさとを興す女性大会の活動に対
して助成し，活力あるまちづくりを推進する

単 100

13
奄美市ＰＴＡ連絡協議会の
運営補助金

奄美市ＰＴＡ連絡協議会の運営を補助し，Ｐ
ＴＡ活動の充実を図る

単 161

14
奄美市子ども会育成連合
会運営補助金

奄美市子ども会育成連合会の運営を補助
し，子ども会活動の充実を図る

単 193

15
奄美市連合青年団運営補
助金

奄美市連合青年団の運営を補助し，青年団
活動の充実を図る

単 100

16 生涯学習講座（笠利）
笠利公民館等において各種講座を実施し生
涯学習の機会の充実を図る

単 2,746

17 生涯学習講座（住用）
住用公民館において講座を実施し，学習機
会の充実を図る

単 912

18
青少年地域間交流事業
（笠利）

群馬県みなかみ町との交流事業で南国と北
国の環境の異なる地域でホームステイや自
然体験を通して子供達の育成を図る

単 688

19
青少年地域間交流事業
（住用）

長野県小川村との交流体験学習を通して，
豊かな感性と自立の精神を涵養し，広い視
野を持った心豊かな児童を育成する

単 1,081

20 まちおこしフェスティバル
「産業教育文化健康づくり」の振興のため各
種発表・作品展示・物産販売等を実施し地
域興しを図る

単 100

21 語学教室
夏休みに外国人講師による小学生に対して
英会話教室を実施する

単 112

22 笠利公民館改修工事
公民館の整備（トイレ改修・天井照明器具改
修・音響設備）

単 2,000

23 すみようふれあいフェア
生涯にわたってよりよい生活を築き，生きが
いのある人生をおくれるよう，「まなび」「体
験」「交流」の輪を広げることを目的とする

単 500

第３節　文化の振興

1
奄美市民文化祭運営補助
金

奄美市民文化祭実行委員会による奄美市
民文化祭開催に伴う運営補助

単 276

2
奄美市美術展覧会運営補
助金

奄美市美展実行委員会による奄美市美術
展覧会開催に伴う運営補助

単 584

3 文化協会育成補助
文化協会の育成を補助し，文化活動の充実
を図る

単 254

4 伝統文化保存事業
奄美市内各集落に残る伝統文化等を後世に
残すため，八月踊り等の地域集落の特色あ
る季節行事を映像で保存・活用

単 2,000

5 自主文化事業
自主文化事業を実施することで，市民に芸
術鑑賞の機会を提供し，豊かな情操の滋養
を図る

単 3,000
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地域の中で教え，学ぶ教育・文化のまちづくり

項　　　目

6
文化及び芸術の各種大会
参加費補助金

小中学生への文化芸術の各種大会参加費
の補助

単 600

7 新規 ＡＩフェスティバル事業
地域おこし協力隊と市民の連携によるフェス
テイバルを開催し，地域文化の新たな創造と
異文化間の交流を図る

補 5,254

8 新規
奄美文化センター仮駐車
場整地工事

駐車場不足を解消するため，下水道課入口
の緑地帯を仮駐車場として整地し，利用者
の利便性の向上を図る

単 5,000

9 奄美振興会館管理運営
奄美文化の交流・情報発信の拠点施設であ
る奄美振興会館の管理運営を委託し，文化
の薫るまちづくりを推進する

単 37,572

10 新規
奄美の伝統的建築技術保
存伝承事業

屋外展示施設として奄美の伝統的建築物の
「高倉」及び「奄美の民家」がある。その萱葺
き技術の保存伝承事業を実施する

単 3,000

11
子どもたちの情操育成事
業
（シマグチ伝承活動事業）

絶滅の危機にあるといわれている奄美方
言・シマグチの伝承活動を推進し，世代間交
流を図る

単 790

12
宇宿貝塚史跡公園管理事
業

国指定史跡「宇宿貝塚」の保存活用を図る
ため，見学学習及び各種講座を計画実施す
る

単 4,240

13 奄美博物館管理事業
開館30周年を迎え，展示の充実，調査研
究，各種講座，講演会等を開催する

単 49,356

14 歴史民俗資料館管理事業
展示の充実，調査研究，各種講座，講演会
等を開催する

単 4,379

15 文化財保護事業
指定文化財の保護と活用事業を推進し，未
指定文化財についても，文化遺産（シマ遺
産）として地域振興・活性化の活用を図る

単 2,122

16 埋蔵文化財緊急調査事業
開発計画及び行為等において，不即時に埋
蔵文化財が発見された際に，緊急発掘調査
を実施する

単 500
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事業費
（千円）
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項　　　目

第４節　スポーツ・レクリエーションの振興

1
市民体育祭・成人祝賀駅伝・住用地区体育
祭・笠利地区４大行事等開催に伴う運営補
助

単 6,242

2 体育協会加盟団体への補助 単 320

3
名瀬総合運動公園，名瀬総合体育館及び
古見方多目的広場管理運営委託

単 40,879

4 奄美体験交流館の管理運営委託 単 25,523

5 太陽が丘総合運動公園管理運営委託 単 31,220

6 名瀬中学校温水プール管理運営委託 単 9,000

7 県体大島地区大会運営補助 単 400

8 県体大島地区大会選手派遣補助 単 2,126

9 大島地区駅伝競走大会選手派遣補助 単 20

10 2017チャレンジデー運営補助 単 200

11 県民体育大会選手派遣負担金 単 7,500

12 県民体育大会選手強化負担金 単 591

13
県下一周駅伝競走大会及び地区対抗女子
駅伝競走大会選手派遣負担金

単 500

14
大島地区スポーツ少年団競技別交歓大会
運営補助

単 490

15
大島地区スポーツ少年団競技別交歓大会
選手派遣補助

単 367

16 小中学生各種スポーツ大会出場補助 単 2,000

17 新規 名瀬運動公園整備事業
総合体育館１階トイレ全面改修・陸上競技場
フェンス補修・50mプール塗装補修・陸上競
技場棒高跳突き箱設置

単 66,400

18
太陽が丘総合運動公園施
設整備事業

陸上競技場２階観覧席補修工事 単 4,000

19 新規
第75回国民体育大会開催
準備

奄美市準備委員会支援 単 295

青少年スポーツ活動への
支援

体育協会への補助

市民スポーツ活動の普及
推進
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区分 事　業　概　要 単・補
事業費
（千円）

第１節　市民協働の推進

1 行政協力員等制度
地域における行政事務の円滑化及び安心
安全な地域づくりの推進

単 51,310

2
集会施設改修事業費補助
金

集会施設の改修事業に係る経費の一部を
補助

単 3,000

3 自治会づくり支援補助金 自治会（再）設立に対する経費の一部補助 単 1,000

4
自治会等放送設備設置補
助金

自治会等が設置する町内放送設備の設置
に対する補助

単 750

5
コミュニティ助成事業費補
助金

自治会等が行うコミュニティ活動に必要な備
品等の購入費の助成

補 10,000

6
地域ブランド推進事業（一
集落１ブランドまつり）

「一集落１ブランドまつり」を開催し，意欲あ
る集落の活動を後押しする

単 2,200

7
紡ぐきょらの郷づくり事業
（市民提案型支援（ハー
ド））

市民団体等が提案する地域活性化の拠点と
なる施設整備に対する事業費助成

単 6,000

8
紡ぐきょらの郷づくり事業
（市民提案型支援（ソフ
ト））

市民団体等が提案する創意工夫に富み，共
生・協働のモデルとなる先駆的・創造的な事
業への助成

単 4,800

9
市政懇談会（市長とむん
ばなし）

市民の意見を市政に反映させるため，市長
（行政）と住民との対話を行う

－ －

10 出前講座
行政について「知りたい」，「聞きたい」内容
について，担当課が出向き説明を行う

－ －

11 男女共同参画推進事業
男女共同参画社会の推進を図るため，各種
研修会及び市民啓発事業の実施をする

単 1,164

12 新規
地と知の交流拠点施設整
備事業

地域住民同士の交流などを促進するため，
集会機能，交流機能，避難所機能を備えた
集会施設の実施設計を行う

単 15,700

第２節　定住の促進

1 定住促進住宅改修事業
教員住宅等の空き家を改修し，定住希望者
向けの住宅を整備する

単 10,500

2 移住者受入支援事業
移住希望者住宅購入助成，移住者向け空き
家（賃貸，空き家バンク）改修助成

単 5,000

第３節　国際交流・地域間交流の推進

1 再掲 外国語指導助手配置事業
ＡＬＴを各学校に派遣し，ＡＬＴとのＴＴ指導の
工夫により児童生徒の英語力の向上を図る

単 7,791

2 再掲 中学生国際交流派遣事業
姉妹都市の米国ナカドゥチェス市へ中学２年
生を派遣し，交流を深めさせることで，異文
化理解や国際感覚，郷土愛を高める

単 2,510

3 再掲
青少年地域間交流事業
(住用）

長野県小川村との交流体験学習を通して，
豊かな感性と自立の精神を涵養し，広い視
野を持った心豊かな児童を育成する

単 1,081

魅力ある地域づくりに向けて

項　　　目
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区分 事　業　概　要 単・補
事業費
（千円）

魅力ある地域づくりに向けて

項　　　目

4 再掲
青少年地域間交流事業
(笠利）

群馬県みなかみ町との交流事業で南国と北
国の環境の異なる地域でホームスティや自
然体験を通して子供達の育成を図る

単 688

5 再掲 西宮市との交流事業
西宮市と市内の児童・生徒が交流すること
で，自然・文化等の違いを認識し，奄美らし
さを知る機会を創出する

単 400

6 再掲
ナカドゥチェス市中学校奄
美市訪問受入

姉妹都市の米国ナカドゥチェス市からの訪問
中学生と本市中学生との交流を図り，異文
化理解や国際感覚等を高める

単 310

7 再掲 地域おこし協力隊事業
地域おこし協力隊によるグローカル人材育
成

単 5,964

第４節　計画的・効率的な行財政運営

1 総合戦略推進費
奄美市「攻め」の総合戦略推進会議の開催
等

単 3,448

2 ふるさと納税推進事業
ふるさと納税寄附者へ寄附額に応じた特産
品を送付することで納税額の増と地元事業
者の育成を図る

単 58,000

3 拡充 人材育成等研修助成事業
重点３分野での研修や，次世代を担う学生
を対象にグローカル人材としての知見を広
げるための研修への助成

単 1,500

4 本庁舎建設事業
名瀬本庁舎整備事業
（本庁舎建設工事，工事監理）

単 1,603,968

第５節　広域行政の推進

1
奄美群島広域事務組合負
担金

群島内１２市町村の総合的な計画の策定，
事業実施，連絡調整を図るための負担金

単 36,879

2 大島地区消防組合負担金
大島地区消防組合の運営にかかわる負担
金

単 660,104

3
奄美大島地区介護保険一
部事務組合負担金

６市町村（奄美大島・喜界島）の介護認定審
査業務を行うための負担金

単 27,480

4 大島農業共済組合負担金
広域的農業共済事業の共同処理により，事
業規模の拡大による危険分散を図り事業収
支の安定，掛金率の増大抑制を図る

単 15,534

5
大島地区衛生組合負担金
（クリーンセンター・ストック
ヤード）

１市１町２村から発生する一般廃棄物の処
理を広域で実施するための負担金

単 339,350

6
大島地区衛生組合負担金
（汚泥再生処理センター）

１市１町からのし尿の処理を広域で実施する
ための負担金

単 125,324
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区分 事　業　名 事　業　概　要 単・補
事業費
（千円）

地方創生関連事業（28年度補正） 65,100

1
奄美北部観光拠点施設整
備事業

あやまる岬に奄美大島北部の観光拠点とし
てワンストップで立ち寄る，サービスエリアの
機能をもった施設を整備する

補 65,100

地方創生関連事業（29年度当初）地方創生推進費計上分 419,192

1 総合戦略推進費
奄美市「攻め」の総合戦略推進会議の開催
等

単 3,448

2 おしごとテーマパーク 子ども達のおしごと体験等イベント運営 単 2,000

3 地域おこし協力隊事業
地域おこし協力隊による観光振興事業及び
グローカル人材育成

単 5,964

4
奄美看護福祉専門学校支
援事業

高校卒業後の島内での高等教育機会確保，
医療・福祉分野における人材育成・確保

単 10,000

5 拡充 人材育成等研修助成事業
重点３分野での研修や，次世代を担う学生
を対象にグローカル人材としての知見を広
げるための研修への助成

単 1,500

6
奄美への大学等設立に関
する可能性調査事業

奄美への大学設立の可能性について有識
者等による検討を行う

補 500

7 新規
地と知の交流拠点施設整
備事業

地域住民同士の交流などを促進するため，
集会機能，交流機能，避難所機能を備えた
集会施設の実施設計を行う

単 15,700

8 定住促進住宅改修事業
教員住宅等の空き家を改修し，定住希望者
向けの住宅を整備する

単 10,500

9 移住者受入支援事業
移住希望者住宅購入助成，移住者向け空き
家（賃貸，空き家バンク）改修助成

単 5,000

10
空と海交通ネットワーク充
実事業

奄美空港ターミナルビル拡張事業 単 104,924

11 光ブロードバンド整備事業
光ブロードバンド基盤整備に要する設備費
の助成

単 164,000

12 フリーランス支援事業
フリーランスによる新しい働き方の支援に要
する経費

単 5,000

13
情報通信産業人材育成事
業

島内企業従事者ＯＦＦ－ＪＴ研修補助
コーチ招聘事業

補 8,889

14 拡充
中心市街地活性化対策事
業

中心市街地出店支援事業 単 9,263

15 拡充
中心市街地活性化対策事
業

中心市街地店舗リフォーム補助事業 単 10,000

16
中心市街地活性化対策事
業

まちなか居住推進事業 単 3,000

17
中心市街地活性化対策事
業

中心市街地魅力アップ事業 単 2,000

地方創生関連事業（再掲）

項　　　目
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区分 事　業　名 事　業　概　要 単・補
事業費
（千円）

地方創生関連事業（再掲）

項　　　目

18 商店街歩行者通行量調査
商店街区域において，8月期，12月期，3月
期に歩行者の通行量調査を実施

単 807

19
漁業担い手育成支援事業
補助金

新規漁業就業者の確保・育成 単 1,000

20 観光客誘致対策事業 奄美大島ＤＭＯ推進事業 単 4,617

21
リュウキュウアユ保護増殖
普及啓発事業

リュウキュウアユを活用した普及啓発活動
及び保護増殖の実施

補 3,253

22 養育支援訪問事業
保護者の養育を支援することが特に必要と
判断される家庭に対して居宅を訪問し，養育
に関する相談・育児家事支援を行う

補 2,670

23 利用者支援事業
教育・保育施設や地域の子育て支援事業等
の情報提供及び相談・助言を行うと共に関
係機関との連絡調整等の実施

補 2,040

24 子育て支援員研修事業
認可保育所や地域型保育事業等で子育て
支援の担い手になる子育て支援員を養成，
資質の確保を図る

補 2,000

25 拡充
子育て世代包括支援セン
ター事業

妊娠・出産・子育てにかかる様々なニーズに
対応し総合的な支援を行う

補 2,804

26 拡充 妊娠・出産包括支援事業
妊娠から出産後早期の母子に対し，心身の
ケアや育児への支援を行う

補 1,374

27
奄美市不妊・不育治療支
援事業

不妊・不育治療に係る治療費の助成を行う 単 2,500

28
赤ちゃん先生クラス開催事
業

ママと赤ちゃん（0～3歳）が学校や高齢者施
設等様々な場所へ行き，癒し，笑顔，命の尊
さを伝える

単 1,296

29
子育て・保健・福祉複合施
設建設事業

子育て支援・保健センター・高齢者福祉施設
などの複合型拠点施設の整備の基本設計

単 11,500

30 新規
働きながら子育てしやすい
環境づくり事業

産休・育休制度などの訪問調査及び職場に
おける乳幼児ふれあい研修による働きなが
ら子育てしやすい機運の醸成

補 708

31 新規 ペアレントプログラム事業
保護者等が自信を持って自分の子どもの個
性に合った子育てができるよう支援する事
業・支援者支援

補 328

32 新規
子育てにやさしいまちづく
り事業

子育て支援パスポート強化，検索サイト運
営・子育てにやさしい街にむけた座談会・子
育て応援デイの実施

補 1,229

33 縁結び事業
出会い交流の場の創出・結婚支援に関する
機運の醸成

補 1,496

34
中高生向け進路ガイダン
ス事業

中高生を対象に医療や介護の専門職にお
ける進路ガイダンスを行い，将来における担
い手の育成を図る

補 1,500

35 地域雇用サポート事業 新卒ルーキー家賃補助金 単 620

36 地域雇用サポート事業 高卒ルーキー雇用奨励補助金 単 3,600

37 地域雇用サポート事業 奄美インターンシップ補助金 単 3,076
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区分 事　業　名 事　業　概　要 単・補
事業費
（千円）

地方創生関連事業（再掲）

項　　　目

38 地域雇用サポート事業 地域産業雇用奨励サポート補助金 単 600

39 郷友会交流強化事業 あまみんちゅ結事業 単 1,000

40 観光受入対策事業 着地型旅行商品造成事業 補 2,000

41 新規
農林産物流通機能活性化
事業

農林産物集荷車（2t冷蔵車） 単 5,486

地方創生関連事業（29年度当初）各費目計上分 216,893

1 街灯設置補助金
防犯対策のため，自治会等が設置する街灯
への補助（LED化への対応）

単 13,720

2 男女共同参画推進事業
男女共同参画社会の推進を図るため，各種
研修会及び市民啓発事業の実施をする

単 1,164

3 自治会づくり支援補助金 自治会（再）設立に対する経費の一部補助 単 1,000

4
紡ぐきょらの郷づくり事業
（市民提案型支援（ハー
ド））

市民団体等が提案する地域活性化の拠点と
なる施設整備に対する事業費助成

単 6,000

5
紡ぐきょらの郷づくり事業
（市民提案型支援（ソフ
ト））

市民団体等が提案する創意工夫に富み，共
生・協働のモデルとなる先駆的・創造的な事
業への助成

単 4,800

6 拡充 長寿者褒賞事業費
８０歳以上の敬老者への祝い金及び１００歳
以上の敬老者への記念品支給事業・敬老祝
賀会事業費

単 20,707

7 お達者ご長寿応援事業
高齢者の方へ交通機関利用補助及び介護
予防施設利用補助券を発行し，生活の活性
化を図る

単 28,430

8 拡充 出産祝い金事業
出生前に1年以上本市に住所を有し，出生
児童（第2子以上）を養育する両親のいずれ
かに対し，祝い金を支給する

単 15,900

9
子ども医療費助成事業
（制度拡充分）

小学生以下の子どもの健康の保持増進を図
るため，医療費の自己負担分を助成

単 60,974

10
重点品目生産向上対策事
業補助金（畜産）

畜産簡易資材の購入補助 単 1,000

11
重点品目生産向上対策事
業補助金（果樹）

果樹苗木導入補助（大玉スモモ） 単 79

12
重点品目生産向上対策事
業補助金（果樹）

カボチャ生産拡大の資材補助 単 1,600

13
本場奄美大島紬再生支援
事業

本場奄美大島紬振興に向けた総合的施策
（ＪＡＰＡＮブランド育成支援，販路開拓，在
庫活用，店頭ディスプレイ）

単 11,700

14
本場奄美大島紬購入費等
助成金事業

本場奄美大島紬の反物を購入し着物等に仕
立てた市民への助成

単 10,000

15
奄美ふるさと100人応援団
事業

奄美ふるさと100人応援団認定・事業展開 単 3,225
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区分 事　業　名 事　業　概　要 単・補
事業費
（千円）

地方創生関連事業（再掲）

項　　　目

16 観光客誘致対策事業 観光交流活性化事業負担金 単 12,000

17 新規 郷友会交流強化事業 関西奄美会１００周年記念事業負担金 単 3,000

18
産業活性化推進事業
（企業誘致対策）

産業創出プロデューサー配置・企業訪問事
業

単 5,752

19 拡充 花づくり・花いっぱい運動
園児，児童，生徒が土に触れながら花を育
てることにより，学校環境や地域の緑化を図
り，豊かな情操及び郷土を愛する心を育む

単 2,698

20
子どもたちの情操育成事
業（市少年少女合唱団）

市内小・中学生を団員とする市少年少女合
唱団活動による歌声の響く地域づくりを通し
て，情操教育を推進していく

単 990

21
子どもたちの情操育成事
業
（シマグチ伝承活動事業）

絶滅の危機にあるといわれている奄美方
言・シマグチの伝承活動を推進し，世代間交
流を図る

単 790

22
あまみっ子運動遊び・体育
教室指導員派遣事業

市内幼稚園・保育所・小中学校に指導員を
派遣し，幼児や児童生徒の体力・運動能力
の向上，健康増進に寄与する

単 1,110

23
魅力ある学校づくり
支援事業

高校を対象に，学校の魅力発信や魅力づく
りへの支援事業（学校からの事業提案型）

単 5,000

24 新規 ＡＩフェスティバル事業
地域おこし協力隊と市民の連携によるフェス
テイバルを開催し，地域文化の新たな創造と
異文化間の交流を図る

補 5,254

701,185２８年度補正と２９年度当初における地方創生関連事業合計
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区分 事　業　名 事　業　概　要 単・補
事業費
（千円）

ふるさと納税等活用事業（29年度当初）

1 新規 学校ＩＣＴ環境整備事業
学力向上を目指し，小・中学校のＩＣＴ機器の
充実を図り，授業力の向上を図る。

単 13,110

2 新規 観光受入対策事業 あやまる岬観光公園遊具の整備 単 4,000

3 新規
奄美・沖縄こども環境調査
隊交流事業

奄美・沖縄の小中学生が沖縄県で現地調査を行
い，自然環境について学ぶことにより，島の環境
保全を担う未来のリーダー育成の機会とする

単 1,220

4 新規
奄美の伝統的建築技術保
存伝承事業

屋外展示施設として奄美の伝統的建築物の
「高倉」及び「奄美の民家」がある。その萱葺
き技術の保存伝承事業を実施する

単 3,000

5 拡充
希少野生動物保護対策事
業

希少種ロードキル対策 単 659

6 新規 公立保育所ICT整備事業 公立保育所の業務効率化にむけたＩＣＴ整備 単 6,300

7 新規 子育て応援メール事業
妊婦や子どもの成長に合わせた情報を発信
し，健やかな妊娠・出産・育児を応援する

単 1,300

8 新規
マイクロチップ装着支援事
業

飼い猫の所有者を明確にするためにマイク
ロチップ装着の支援の実施

単 1,000

9
地域ブランド推進事業（一
集落１ブランドまつり）

「一集落１ブランドまつり」を開催し，意欲あ
る集落の活動を後押しする

単 2,200

10 伝統文化保存事業
奄美市内各集落に残る伝統文化等を後世に
残すため，八月踊り等の地域集落の特色あ
る季節行事を映像で保存・活用

単 2,000

11 新規
教育寄附金学校ＩＣＴ等整
備事業

個人寄附金による名瀬地区内小中学校へ
のＩＣＴ関連備品等の整備

単 30,000

12 新規
世界自然遺産登録推進事
業

奄美大島５市町村で連携し，自然遺産登録
へ向けて機運醸成のための啓発活動を行う

単 10,259

13 新規
奄美群島国立公園指定記
念イベント負担金

国立公園指定記念イベント開催負担金 単 1,000

76,048

ふるさと納税等活用事業（再掲）

項　　　目

ふるさと納税等活用事業合計
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