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 本資料は以下のルールにより掲載しております。 

＊事業は、款ごとに掲載しています。

事業名の後にある[ ]について 

[新規]：平成３０年度当初予算から新たに始まる事業 

[新規(継続)]：平成２９年度当初予算には計上されていない

が、補正予算で計上され実施している事業 

[継続]：平成２９年度の当初予算でも計上されている事業 

＊金額は千円単位で掲載しています。 
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【総 務 費】 

総務管理費 一般管理費 

ふるさと納税事業 （総務課）                  [継続] 11,745 千円 

■事業費内訳：報償費 1,980 手数料 216 委託料 49 補助金 9,500 

【特定財源：ふるさと納税寄付金 11,745】 

平成 29年度からふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」を利用し、ク

レジット決済を導入することにより、多くの方に上島町を応援していただける

よう環境を整えました。平成 30年度では、返礼品の魅力化を進め、更なる応援

者の増加を図ります。 

 

 

 

 

 

 

総務管理費 離島センター管理費  

岩城開発総合センター天井耐震事業 （管財課）      [継続] 63,612 千円 

■事業費内訳：工事請負費 63,180 委託料 432 

【特定財源：国費 8,532 辺地債 53,500】 

国の補助金を受け、岩城開発総合センターのつり天井脱落防止対策工事を行

うものです。 
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【総 務 費】 

総務管理費 企画振興費  

ふるさと事業補助金 （企画財政課）             [継続] 4,075 千円 
 

■事業費内訳：補助金 4,075 【特定財源：雑入 900】 
 
上島町の活性化のために地域住民や団体等が取り組む公共的活動費の全

部又は一部を補助するものです。過去、次のような活動に対して補助してい

ます。 
 

  ・ふるさと夜市 

  ・高井神島ようこそ祭り 

  ・アサリ復活プロジェクト 

  ・ゴミステーションの購入 

  ・ゆめしま海道いきなマラソン 

  ・Love&Beat Live 2017 

    ・ゆげシーサイドフェスティバル 

 

総務管理費 企画振興費 

  サイクルフリー事業 （企画財政課）              [継続] 2,195 千円 
  

■事業費内訳：需用費 195 役務費 2,000【特定財源：過疎債 1,600】 
 

しまなみ海道は「サイクリストの聖地」として国内外から注目されており、

上島町の「ゆめしま海道」に訪れるサイクリストも年々増加し、さらに多く

のサイクリストを上島町に呼びこむため、上島町と本土を結ぶ航路の自転車

料金を無料化しています。 

（過去 5年の利用台数） 

  ・H24.10～H25.9 4,043台 

  ・H25.10～H26.9 4,702台 

  ・H26.10～H27.9 6,345台 

  ・H27.10～H28.9 8,701台 

  ・H28.10～H29.9 10,277台 

★H30年度見込み 10,000台 
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【総 務 費】 

総務管理費 企画振興費 

愛媛県立弓削高等学校魅力化プロジェクト 

公営塾運営事業 （企画財政課）                  [継続] 21,989 千円 
 

■事業費内訳：報償費 10,908 旅費 880 需用費 1,100 役務費 489 

委託料 7,707 使用料 405 備品購入費 500 

【特定財源：特別交付税 20,189 雑入 1,800】 
 

上島町唯一の県立高校である「弓削高校」の存

続のため「高校の魅力化」の施策のひとつとして、

平成 29年 11月から「公営塾」を運営しています。

運営スタッフは現在「島おこし協力隊」として 3

名の塾講師を雇用しています。 

学校と連携し生徒一人ひとりの進捗状況にあっ

た個別指導を実施し、自分の進路を実現できる学

校としての認知度を向上させていきます。 

 

 

総務管理費 公共交通運営費 

 今治～土生航路運航維持事業 （公共交通課）         [継続] 39,000 千円 
 
■事業費内訳：負担金 39,000【特定財源：特別交付税 31,200】 
 

 今治~土生航路の運航維持を図るため、 

上島町・今治市・尾道市の 3 自治体で負 

担金を支出し運航維持を図るものです。 

   運航便数：8 便/日 
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【総 務 費】 

総務管理費 公共交通運営費 

長江～土生航路補助事業 （公共交通課）           [継続] 930 千円 

■事業費内訳：補助金 930【特定財源：過疎債 600】 
 

    長江~土生航路の最終便（長江発 20：00、 

土生発 20：20）の運航経費の一部を町が補 

助することにより、住民の日常生活に必要 

不可欠な交通利便の維持及び確保を図るも 

のです。 

 

 

 

下弓削～土生～長江航路運賃等補助事業 （公共交通課） 

            [継続] 6,265 千円 

■事業費内訳：補助金 6,265【特定財源：過疎債 4,600】 
 

    下弓削~土生~長江航路の運賃補助及び運航補 

助を行うことにより、住民の交通利便の向上を 

図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下弓削港発 （土生港着） 土生港発 （長江港着） 長江港発 （土生港着） 土生港発 （下弓削港着）

運賃補助便 21: 35 （21: 48） 21: 50 （21: 58） 22: 00 （22: 08） 22: 10 （22: 23）

運航補助便 23: 00 （23: 08） 23: 10 （23: 18）

土生港（下弓削港）→長江港 長江港→土生港（下弓削港）
補助内容
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【民 生 費】 

児童福祉費 児童福祉総務費 

子ども医療事業 （住民課）                               [継続] 11,779 千円 
 

■事業費内訳：旅費 8 需用費 106 役務費 385 扶助費 11,280 

【特定財源：県費 2,059 過疎債 4,600】 
 

子育て環境の充実を目的として就学前 

までの医療費完全無料化（0 歳から 6 歳） 

に加え、小学 1 年生から中学 3 年生まで 

の医療費助成を行うものです。 

 

 

 

保育料第 2 子無料事業 （住民課）                        [継続] 3,852 千円 
 
■事業費内訳：補助金 3,852 【特定財源：過疎債 2,800】 
 

 町独自の保育料軽減として、第 2 子児童の保育料を実質無料とする 

ため、補助金を交付するものです（第 3 子以降については平成 19 年度 

途中から町単独事業として完全無料化を開始し、平成 21 年度から国も 

制度改正を行い完全無料化となりました）。 

 

 

放課後児童健全育成事業 （住民課）                     [継続] 4,968 千円 
 

■事業費内訳：委託料 4,968 

【特定財源：国費 1,656 県費 1,656】 
 

弓削・岩城地区の児童を対象に放課後及び長期休暇中に

児童の健全育成を目的に行うものです。 
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【民 生 費】 

児童福祉費 児童福祉総務費 

定住促進事業（結婚・出産・子育て関係） （住民課）   [継続] 15,500 千円 
 

■事業費内訳：補助金 15,500 【特定財源：過疎債 11,600】 
  

上島町への定住促進として下表のとおり、祝い金を支給するものです 

 （2020 年 3 月 31 日まで)。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉費 高齢者福祉費 

上島町７５歳以上優待制度事業 （健康推進課）     [新規（継続）] 4,800千円 

■事業費内訳：使用料 4,800 【特定財源：過疎債 3,500】 
 

高齢者福祉の施策として、町内 75 歳以上を対象に

生名フェリーの旅客運賃を無料化（優待）するもので

す。 
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【衛 生 費】 

保健衛生費 保健衛生総務費 

下弓削ポンプ施設建替事業 （管財課）                  [新規] 15,293千円 

■事業費内訳：委託料 15,293 【特定財源：防災対策債 13,200】 

 

 浸水の危険性が高まった際に迅速に稼働できる

よう、老朽化したポンプ施設更新のため実施設計

を行うものです。 

 

 

 

保健衛生費 予防費 

予防接種事業 （健康推進課）                             [継続] 15,401 千円 

■事業費内訳：報酬 110旅費 62需用費 39役務費 300 

委託料 14,886使用料 4 
   

感染症の発生及びまん延を予防し、公衆衛生 

の向上及び増進を図ることを目的に実施するも 

のです。 

 

 

 

がん検診事業 （健康推進課）                              [継続] 23,744 千円 
 

■事業費内訳：需用費 349役務費 578 委託料 22,167 

使用料 350負担金 300 
   

がん検診の受診促進を図るとともに、がんの 

早期発見と正しい健康意識の普及啓発を図り、 

健康保持及び増進を図ることを目的に実施する 

ものです。 

http://www.irasutoya.com/2015/05/blog-post_878.html
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【衛 生 費】 

衛生費 じん芥処理費 

循環型社会形成推進交付金事業 （生活環境課）       [継続] 240,000 千円 
 

■事業費内訳：委託料 9,000【特定財源：国費 2,400 合併特例債 6,200】 

  工事請負費 231,000【特定財源：国費 61,600 合併特例債 160,900】 
 

国の交付金を受け、新たに一般廃棄物最終処分場（管理型）の建設工事に

着手します（平成 31 年度末完成予定）。 

 

 ◎建設予定地：佐島地区深山尻 

  １．用地面積：約 12,000㎡ 

 

 ◎施設概要 

  １．埋立容量：8,000㎥ 

  ２．埋立面積：2,700㎡ 

  ３．貯留構造：盛土堰堤 

  ４．遮水工：二重シート構造 

 

下水道費 コミュニティプラント事業費 

循環型社会形成推進交付金事業 （生活環境課・産業建設課）  ［継続］ 340,993 千円 

■事業費内訳： 委託料 17,993【特定財源：国費 3,000辺地債 13,400】 

工事請負費 323,000【特定財源：国費 159,000辺地債 147,600】 
 

国の交付金を受け、古くなった下 

   水処理施設の改築工事に着手します。 

   ◎ 対象施設：魚島コミュニティプラント 

 ◎ 工事概要 

    １．機械設備更新 １式 

    ２．電気設備更新 １式 

    ３．計装設備更新 １式 

    ４．処理水槽防蝕 １式 
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【農林水産業費】 

農業費 農業振興費 

有害鳥獣総合捕獲事業 （農林水産課）                     [継続] 3,250 千円 

■事業費内訳：報償費 3,250【特定財源：県費 1,437】 

農作物に被害を及ぼすイノシシ・カラスの捕獲許

可者に捕獲に係る買上金を支払うものです（県補助 

捕獲頭数に対して定額）。 

 

 

 

 

 鳥獣被害防止総合対策事業 （農林水産課）                [継続] 3,280 千円 

■事業費内訳：補助金 3,280【特定財源：県費 3,246】 

 イノシシを捕獲するためのくくり罠費用を補助す

るものです。また、農作物に被害を及ぼすイノシ

シ・カラス・タヌキの許可捕獲者に捕獲に係る買上

料の上乗せ部分を補助するものです。 

 

 

農業費 農業振興費 

  新規就農総合支援事業 （農林水産課）                    [継続] 5,657千円 

■事業費内訳：旅費 306役務費 1  

       負担金及び補助金 5,350 

【特定財源：県費 5,657】 

新規就農者に対し、一人当たり年間 150 万円で

最長 5 年間にわたり就農給付金を支給する給付事

業と都市部において新規就農希望者への PR 行う

推進事業です。 
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【農林水産業費】 

農業費 農業振興費 

 新築住宅建設支援事業 （農林水産課）                   [継続] 4,000 千円 

■事業費内訳：補助金 4,000 【特定財源：過疎債 3,000】 

定住人口増加及び町内建築業者を含めた地域経済活性化を図るため、町内

に新たな住宅を建築する施工主に対し、予算の範囲以内において補助金を交

付する町単独事業です。町内に新築住宅を建築する施工主に 50 万円を支給

します。町内建築業者による建築の場合は、更に 50 万円を割増支援するも

のです（2019 年 3 月 31 日まで）。 

 

 

水産業費 水産業振興費 

 水産環境整備事業 （農林水産課）                       [継続] 118,490千円 

■事業費内訳：工事請負費 118,490 

【特定財源：県費 86,568 公共事業等債 28,500】 

海洋・沿岸域における水産資源の増大と豊かな生態 

系の維持回復を図ることを目的に魚礁、増殖礁の造成 

を行うものです。 

 

 

 

 

 地域水産物供給基盤機能保全事業 （農林水産課）      [継続] 127,000千円 

■事業費内訳：工事請負費 117,000 設計委託 10,000 

【特定財源：県費 91,800 過疎債 34,200】 

地域における水産資源の維持及び増大並びに水産物の生産及び流通機能

の強化を図るため、漁港関連施設の整備等を行うものです。 
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【商 工 費】 

商工費 商工振興費 

 上島町新規出店者店舗改修事業補助金 （商工観光課）  [新規] 1,000 千円 
 

■事業費内訳：補助金 1,000【特定財源：過疎債 700】 

   平成 33 年度完成予定の岩城橋開通に合わせ、多くの観光客動員が予想さ

れる中で、商業振興を目的として空き店舗の利活用等を推進するための補助

金です。 

 

 
 
 
 

商工費 観光費 

 サイクリングしまなみ 2018 （商工観光課）                 [継続] 10,011 千円 
 

■事業費内訳：旅費 59 報償費 100 需用費 200 負担金 9,652 

【特定財源：過疎債 7,000】 
 

愛媛・広島両県を主体に、しまなみ海道(高速道路)を通行止めにして

広域で行う国際サイクリングイベント。国内外からのサイクリスト誘致

を目的に開催します。上島町コースは自転車も船も楽しめ、二つの海道

を走れることから非常に人気の高いコースです。 
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【商 工 費】 

商工費 観光費 

ゆめしま海道サイクリング推進事業 （商工観光課）      [継続] 2,714 千円 
 

■事業費内訳：報償費 100 需用費 100 役務費 14 委託料 2,500 

【特定財源：過疎債 1,800】 
 

広報・発信および広報用素材（動画、写真）制作を行う PR 事業です。 

年間を通してサイクリストの誘客促進を図るため、インターネットを活用し

て上島町の魅力を全国に情報発信します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

上島町観光振興事業 （商工観光課）                    [新規] 4,864千円 
 

■事業費内訳：旅費 175 役務費 12 委託料 4,677 【特定財源：過疎債 4,200】 
 
団体・個人旅行者獲得に向けたセールスや広報発信強化を目的とする冊子

（ご当地じゃらん）制作を実施し、滞在型観光の更なる推進を図ります。ま

た、民泊等のノウハウ習得に係る研修会の開催ならびにご当地グルメ開発を

併せて行うことで、観光客の受入体制整備の強化を図ります。 
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【土 木 費】 

土木管理費 土木総務費 

社会資本整備総合交付金事業：廃屋解体 （建設課）    [継続]  8,000 千円 
 

■事業費内訳：補助金 8,000【特定財源：国費 4,000 県費 2,000】 
 

 国の交付金及び県補助金を受け 

特定老朽危険空家等の廃屋解体工 

事費の補助をするものです。 

補助金最大 160 万円を補助し、 

(補助対象額最大 200 万円の 8/10） 

廃屋対策を実施します。 

  １，６００千円×５戸＝８，０００千円 

 

社会資本整備総合交付金事業：木造住宅耐震事業 （建設課） 

    [継続] 6,290 千円 

■事業費内訳：委託料 550補助金 5,740 

【特定財源：国費 3,135県費 1,245】 
 
国の交付金及び県の補助金を受け、木 

造住宅の耐震診断、設計、工事、工事施 

工監理費の補助をするものです。 
 

○耐震診断(派遣) 

     ５５千円×１０戸＝  ５５０千円 

○耐震診断(補助) 

     ４０千円× １戸＝   ４０千円 

○耐震設計 

    ２００千円× ５戸＝１，０００千円 

○耐震工事施工監理 

     ４０千円× ５戸＝  ２００千円 

○耐震工事 

    ９００千円× ５戸＝４，５００千円 
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【土 木 費】 

道路橋梁費 道路維持費 

町道維持管理事業：道路 （建設課）                         [継続] 49,089 千円 
 

■事業費内訳：工事請負費 49,089【特定財源：防災対策債 13,300】 
  
町の管理する町道等の補修・改良工事を実施するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

道路橋梁費 道路新設改良費 

防災・安全社会資本整備交付金事業 （建設課）        [継続] 23,500 千円 
 

■事業費内訳：工事請負費 23,500

【特定財源：国費 16,450 辺地債 6,700】 
 

国の交付金を受け、町内既存道路 

の舗装補修を行い、安全かつ円滑な 

道路交通網を確保し大規模災害に備 

えるものです。 

 

 

 

 

 

 

（弓削地区）町道阿智当線水路改良工事箇所 

（弓削地区）町道狩尾線 

（岩城地区）東室浜線道路改良工事箇所 
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【土 木 費】 

道路橋梁費 道路新設改良費 

社会資本整備総合交付金事業：道路 （建設課）         [継続] 49,000 千円 
 

■事業費内訳：工事請負費 49,000 【特定財源：国費 34,300 辺地債 14,000】 
 
国の交付金を受け、幹線町道の改良等

を実施するものです。町道佐島循環線の

未改良区間の道路幅員が狭小であるた

め、離合困難箇所の局部的な改良を行い

ます。 

 

河川費 砂防費 

がけ崩れ防災対策事業：砂防 （建設課）               [継続] 123,111 千円 
 
■事業費内訳：工事請負費 123,111 

 【特定財源：県費 69,665 

 防災対策債 52,700】 
  

県の補助金を受け、がけ崩れの恐れ

がある住家を守るための対策工事を

実施するものです。 
 

 

港湾費 港湾建設費 

社会資本整備総合交付金事業：港湾 （建設課）      [継続] 100,000千円 
 

■事業費内訳：工事請負費 100,000 

 【特定財源：国費 50,000県費 16,666過疎債 33,000】 
 

 国の交付金及び県補助金を受け、

港湾長寿命化計画に伴う老朽施設の

改修工事（長江港浮桟橋）を実施す

るものです。 （岩城地区）長江港 

（生名地区）中側地区がけ崩れ防災対策箇所 

（弓削地区）町道佐島循環線道路改良箇

所 



- 17 - 

 

【土 木 費】 

住宅費 住宅建設費 

空家等対策事業 （建設課）            [継続] 4,558 千円 

■事業費内訳：委託料 4,558【特定財源：過疎債 3,300】 

平成 29年度事業の空家調査にて、上島町全域の空き家 

の実態を把握する調査を実施しました。その結果を基に、 

町の空家対策計画を策定するものです。 

 

 

社会資本整備総合交付金事業：住宅 （建設課）         [継続] 1,863 千円 
 

■事業費内訳：委託料 1,863 

  【特定財源：国費 730】 
 

国の交付金を受け、住宅長寿命化計画に伴う老

朽施設の改修を実施するものです。魚島第一住宅

外壁等改修設計業務を行います。 

 

 

公園費 生名スポレク管理費 

いきなスポレク・蛙石荘改修等事業 （生涯学習課）     [継続] 21,243 千円 

■事業費内訳：工事請負費 10,097修繕料 11,146  

【特定財源：辺地債 3,800】 

 

      いきなスポレク体育館の空調設備工事や蛙   

石荘食堂の改修工事、また施設の修繕（プール、 

シャワー室、エレベータ、消防設備等）を行う 

ものです。 

 

 

 

 

空家  
対策計画 
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【消 防 費】 

消防費 常備消防費 

救助工作車購入事業 （消防署）                      [新規]  74,620 千円 

■事業費内訳：備品購入費 74,620【特定財源：辺地債 66,100】 

現在の配備している救助工作車は、初年度登録から 25 年が経過しており、

老朽化が進んでいるため早急な更新が必要となっています。更新車両は 3t 車

ベースで、クレーン、ウィンチを装備した車両（積載資器材含む）となります。 

 

 

 

 

  

 

救助工作車(クレーン付き) 


