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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]：2019(H31)年度当初予算から新たに始まる事業 

[新規(継続)]：2018(H30)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]：2018(H30)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 企画振興費  

ふるさと事業補助金 （企画財政課）              [継続] 3,933 千円 
  【事業期間 2004(H16)年 10月～※当面継続】 

 ■事業費内訳：補助金 3,933【特定財源：雑入 700】 
 

 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。次のような活動に対して補助しています。 
 

  ・Love&Beat Live  

  ・ゆめしま海道いきなマラソン 

・ゆげシーサイドフェスティバル 

・ふるさと夜市 

・弓削招待 OBサッカー大会 

・観光協会事業 

  ・ゴミステーションの購入 

 

 サイクルフリー事業 （企画財政課）                [継続] 2,395千円 
 【事業期間 2012(H24)年 10月～※当面継続（岩城橋開通まで）】 

 ■事業費内訳：需用費 195 役務費 2,200【特定財源：過疎債 1,500】 
 

 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を利用す 

る町外サイクリストの自転車料金を無料化しています。 

（過去の利用台数） 

  ・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 

  ・H29.10～H30.9 9,398台 

★H31年度見込み 11,000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] 21,732 千円 
【事業期間 2017(H29)年 4月～※当面継続】 

 ■事業費内訳：報償費 10,682 旅費 600 需用費 1,062役務費 341委託料

7,706 使用料 519工事請負費 775負担金、補助及び交付金 40

公課費 7【特定財源：特別交付税 20,316 雑入 1,416】 
 

 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４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。 

公共交通施設整備事業（企画財政課）       [新規（継続）] 117,941千円 
   【事業期間 2019(H31)年 4月～2020(H32)年 3 月】 

 ■事業費内訳：需用費 61旅費 15委託料 1,000公有財産購入費 14,697補 

       償・補てん及び賠償金 102,168【特定財源：合併特例債 111,900】 
 

 上島町の玄関である生名島立石港と広島県尾道 

市因島の土生港（長崎桟橋）の間を運航する町営「生 

名フェリー」は、平常時の朝夕の通勤・通学、休日 

の島外への買い物等の利用はもちろん、正月・お盆 

等の繁忙期には、現在の施設（両桟橋の車両待機レ 

ーン等）規模を大幅に超える利用者があり、待機車 

両が県道に長蛇で溢れ出し、大変危険な状況となっ 

ています。 

 また、2021(H33)年度完成の岩城橋開通後には、 

今にも増した利用者が見込まれることから、岩城橋 

完成までの早急な対策が必要であるため、土生港長 

崎桟橋の車両待機レーンスペースを整備します。 
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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] 1,136 千円 

  【事業期間 2015(H27)年 10月～※当面継続】 

  ■事業費内訳：補助金 1,136【特定財源：過疎債 800】 
 

    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] 5,940 千円 

【事業期間 2016(H28)年 10月～※当面継続】 

■事業費内訳：補助金 5,940【特定財源：過疎債 4,200】 
 

    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。 
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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] 13,116 千円 
 

【事業期間 2011(H23)年 4月～※当面継続】 

■事業費内訳：旅費 8 需用費 89 役務費 419 扶助費 12,600 

【特定財源：県費 1,955 過疎債 5,500】 
 

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] 3,465千円 
 

 【事業期間 2016(H28)年 4月～※当面継続】 
 
■事業費内訳：補助金 3,465 【特定財源：過疎債 2,400】 
 

 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、無料となっています。

2019(H31)年 10月から国の制度改正で、3～5歳児の保育料は完全に無料とな

り、0～2歳児については、住民税非課税世帯のみ無料になる予定です。） 

 

放課後児童健全育成事業 （住民課）                     [継続] 5,855 千円 
 

      【事業期間 2008(H20)年 10月～※当面継続】 

 

■事業費内訳：委託料 5,855 

【特定財源：国費 1,951 県費 1,951】 
 

弓削・岩城地区の児童を対象にして、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] 18,900 千円 
 

       【事業期間 2015(H27)年 3月～2020(H32)年 3月】 

■事業費内訳：補助金 18,900 【特定財源：過疎債 13,000】 
  

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(H32)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）        [継続] 4,788 千円 

            【事業期間 2017(H29)年 9月～※当面継続】 

■事業費内訳：使用料 4,788【特定財源：過疎債 3,300】 
 

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 

下弓削ポンプ施設改修事業 （管財課）                  [継続] 92,120千円 

                            【事業期間 2018(H30)年 4月～2020(H32)年 3月】 

 ■事業費内訳：工事請負費 83,600 委託料 4,092 備品購入費 4,428 

【特定財源：防災対策債 92,100】 

 

 大雨等での浸水による災害対策機能向上のため、築後 45年以上経過して老

朽化した下弓削ポンプ施設更新を行うものです。 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

参考：上弓削ポンプ施設 
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【衛 生 費】 

保健衛生費 予防費 

予防接種事業 （健康推進課）                             [継続] 16,185 千円 

    【事業期間 2004(H16)年 10月～※当面継続】 

■事業費内訳：報酬 110旅費 24需用費 31 役務費 239 

                 委託料 15,777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] 23,510 千円 

 【事業期間 2004(H16)年 10月～※当面継続】 

■事業費内訳：需用費 384 役務費 748 委託料 21,865 

使用料 363負担金 150 
   

がん検診の受診を促進するとともに、がんの 

早期発見と正しい健康意識の普及啓発を行い、 

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。 
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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] 467,630 千円 
 

 【事業期間 2016(H28)年 4月～2020(H32)年 3 月】 

■事業費内訳：委託料 21,000【特定財源：国費 1,000 合併特例債 19,000】 

      工事請負費 446,630【特定財源：国費 113,252 合併特例債 316,700】 
 

国の交付金を受け、昨年度に引き続き一般廃棄物最終処分場（管理型）の

建設工事を行います（2019(H31)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 

 

【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] 3,150千円 

    【事業期間 2009(H21)年 4月～※当面継続】 

■事業費内訳：報償費 3,150【特定財源：県費 1,412】 

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）。 
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【農林水産業費】 

農業費 農業振興費 

 鳥獣被害防止総合対策事業 （農林水産課）                [継続] 3,089千円 

     【事業期間 2009(H21)年 4月～※当面継続】 

■事業費内訳：補助金 3,089【特定財源：県費 3,089】 

 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。 

 

 

  新規就農総合支援事業 （農林水産課）                    [継続] 3,032千円 

     【事業期間 2012(H24)年 4月～※当面継続】 

■事業費内訳：旅費 306役務費 1  負担金及び補助金 2,725 

【特定財源：県費 3,030】 

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 PRを行う推進事業です。 

 

 

 次世代につなぐ果樹産地づくり推進事業 （農林水産課） 

                                               [新規（継続）] 15,000 千円 

                                       【事業期間 2019(H31)年 1月～※当面継続】 

■事業費内訳：負担金及び補助金 15,000 

【特定財源：県費 10,000】 

  町の農業振興の基幹となるレモン産地の振興に 

向け、ハウス施設を導入する農家へ支援するもの 

で、県事業に町が上乗せ補助を行うものです。 

総事業費 30,000千円（町負担 1/2・農家負担 1/2） 
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【農林水産業費】 

農業費 農業振興費 

  農林漁業インターン事業補助金 （農林水産課）         [継続] 4,200 千円 

    【事業期間 2004(H16)年 4月～※当面継続】 

■事業費内訳：負担金及び補助金 4,200 

  新たな農漁業の担い手の確保のため、経営に必要な 

技術習得を支援するもので、月 10万円を支給します。 

最長 2年間で、おおむね 50歳以下が対象者です。 

 

 

 

 

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] 96,300 千円 

                      【事業期間 2018(H30)年 4月～※当面継続】 

■事業費内訳：工事請負費 96,300 

【特定財源：県費 68,092 公共事業等債 25,100】 

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] 237,334千円 

      【事業期間 2012(H24)年 4月～※当面継続】 

■事業費内訳：工事請負費 229,334 設計委託 8,000 

【特定財源：県費 186,800 過疎債 50,500】 

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）   [継続] 500千円 

     【事業期間 2018(H30)年 4月～※当面継続】 

■事業費内訳：補助金 500 

   2021(H33)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 

 瀬戸内しまなみ・ゆめしまサイクリング （商工観光課）    [継続] 2,059 千円 

 【事業期間 2017(H29)年 4月～※当面継続】 

■事業費内訳：旅費 59 報償費 100 需用費 200 負担金 1,700 
 

しまなみ海道（今治市、尾道市）と広域連携し、周辺地域だけではな

く、県外からも多くのサイクリストを誘致するため開催します。また、

広域で実施することにより発信力が高くなり、大会後の誘客も見込めま

す。 
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【商 工 費】 

商工費 観光費 

しましまかみじまアート事業 （商工観光課）                 [新規] 2,300 千円 
 【事業期間 2019(H31)年 4月～2020(H32)年 3月】 

■事業費内訳：報償費 1,700 需用費 300 委託料 300 

【特定財源：自治総合センター助成金 2,000】 
 

防波堤にアートペイントを施し、町内の周遊性を高め、滞在時間延伸によ

る消費拡大を目的とするアート整備事業。また、観光客による SNS発信を通

じた上島町の魅力発信に繋げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

上島町観光振興事業 （商工観光課）                     [新規] 905千円 
 【事業期間 2016(H28)年 4月～※当面継続】 

■事業費内訳：旅費 178 役務費 12 委託料 715  

団体・個人旅行者獲得に向けたセールスおよび広報発信強化を目的とした

JAL パック専用 Web ページ制作および商品展開を実施し、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等、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]  11,200 千円 

      【事業期間 2013(H25)年 4月～※当面継続】 

■事業費内訳：補助金 11,200【特定財源：国費 5,600 県費 2,800】 
 

 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×７戸＝１１，２００千円 

 

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] 6,300千円 

 【事業期間 2006(H18)年 4月～※当面継続】 

■事業費内訳：委託料 560補助金 5,740 

【特定財源：国費 3,140県費 1,125】 
 

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) 

     ５６千円×１０戸＝  ５６０千円 

○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 

○耐震改修工事 

    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] 32,331 千円 

 【事業期間 2004(H16)年 10月～※当面継続】 
 
■事業費内訳：工事請負費 32,331【特定財源：辺地債 5,000】 
  

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] 18,800千円 

 【事業期間 2014(H26)年 4月～※当面継続】 
 

■事業費内訳：工事請負費 18,800

【特定財源：国費 13,160  

          辺地債 5,600】 
 
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。 

 

 

（生名地区）網建地区水路改修工事 

（弓削地区）町道狩尾線 

（岩城地区）町道西部越窓線道路改良工事 



- 16 - 

 

【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] 23,000 千円 

 【事業期間 2016(H28)年 4月～2020(H32)年 3月】 
 
■事業費内訳：工事請負費 23,000【特定財源：国費 16,100 辺地債 6,900】 
 

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] 90,168千円 

 【事業期間 2004(H16)年 10月～※当面継続】 

■事業費内訳：工事請負費 90,168 

 【特定財源：県費 50,346  防災対策 

              債 39,500】 
  

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 

 【事業期間 2012(H24)年 4月～※当面継続】 

■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 
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【土 木 費】 

住宅費 住宅建設費 

社会資本整備総合交付金事業：住宅 （建設課）      [継続] 43,996 千円 
 

    【事業期間 2015(H27)年 4月～2020(H32)年 3 月】 

■事業費内訳：工事請負費 43,996 

  【特定財源：国費 16,090 公営住宅建設事業債  

              17,800】 
 

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

の外壁・屋上防水の改修を行います。 

 

公園費 生名スポレク管理費 

いきなスポレク改修等事業 （教育課）                  [継続] 6,934 千円 

 【事業期間 2019(H31)年 4月～2020(H32)年 3月】 

■事業費内訳：工事請負費 5,741 修繕料 1,193 

屋内プール底面張替え工事や施設の 

修繕等を行うものです。 
 
 
 
 
 
 
 

【教 育 費】 

社会教育費 社会教育総務費 

弓削高等学校振興対策事業 （教育課）                  [継続] 8,363 千円 

 【事業期間 2013(H25)年 4月～※当面継続】 

■事業費内訳：補助金 8,363【特定財源：過疎債 5,900】 

上島町で唯一の県立高校である弓削高校の振興を目的 

に補助するものです。生徒の通学費(船舶定期券)に係る 

補助、入学祝い金等として活用します。 

（魚島地区）魚島第一住宅 

外壁等改修事業 
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【教 育 費】 
 

社会教育費 文化遺産費 

埋蔵文化財調査事業 （教育課）                       [継続] 26,718 千円 

        【事業期間 2013(H25)年 4月～2020(H32)年 3月】 

■事業費内訳：共済費 24 賃金 3,636 報償費 1,643 旅費 778  

          需用費 3,164 役務費 156 委託料 16,720 使用料及び 

        賃借料 481 工事請負費 116 

 【特定財源：国費 12,706】 

宮ノ浦遺跡及び弓削島荘の国史跡指定を 

目標として事業を実施するものです。 

・佐島・宮ノ浦遺跡発掘調査 

・埋蔵文化財包蔵地詳細分布調査 

・弓削島荘総合調査 

 

 

【消防本部】 

消防費 常備備消防費 

  救急救命士養成（1名）事業（消防署）                   [継続] 2,277千円 

                                                        【事業期間 2019(H31)年 4月～2020(H32)年 3月】 

■事業費内訳：負担金 2,277千円 
 

 消防署では現在 6名の救急救命士が現場活動を行っていますが、平成 29年度

に続き、救急救命士の計画的な養成を図るものです。救急救命士の資格を取る

ための研修所に入校し、資格取得を目指します。（7ヶ月間） 

 

 

 

 

  
講義風景 訓練風景 
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【消防本部】 

消防費 非常備消防費 

消防団新基準活動服購入事業（総務予防課）           [継続]  2,020 千円 

 【事業期間 2017(H29)年 4月～2020(H32)年 10 月】 

■事業費内訳：備品購入費 2,020千円 

 消防団活動服は、合併時に支給していましたが、 

消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関す 

る法律の改正により「消防団員服制基準」が新た 

に定められたことから、2017(H29)年度から新基準 

の消防団員活動服に更新しているものです。2020 

(H32)年度の更新で完了となります。 

 

消防費 非常備消防施設費 

小型動力ポンプ購入事業（総務予防課）                  [継続] 1,519千円 

 【事業期間 2019(H31)年 4月～2019(H32)年 8月】 

■事業費内訳：備品購入費 1,519千円 

小型動力ポンプは、配備から 20年以上経過 

したものを対象に、更新を計画しており、弓削 

第 2分団の小型動力ポンプを更新するものです。 

最新型の小型動力ポンプに更新することによ 

り、火災現場における消火活動がスムーズに行 

われ、火災による被害の軽減が図られるととも 

に、消防力が強化され、消防体制がより確実な 

ものとなり住民の安心安全が確保されます。 

 

小型動力ポンプ 

新基準活動服 


