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令和令和令和令和 2222 年度年度年度年度    予算編成について予算編成について予算編成について予算編成について        

 

○○○○令和令和令和令和 2222 年度年度年度年度    一般会計一般会計一般会計一般会計当初当初当初当初予算予算予算予算（案）（案）（案）（案）の概要の概要の概要の概要     

    

当初当初当初当初予算予算予算予算のののの規模規模規模規模                527527527527億億億億7,6007,6007,6007,600万円万円万円万円（（（（前年度比前年度比前年度比前年度比    ＋＋＋＋22225555億億億億7777,900,900,900,900万円万円万円万円    ＋＋＋＋5.15.15.15.1％％％％））））    

【災害関連予算【災害関連予算【災害関連予算【災害関連予算を除くを除くを除くを除く    464464464464億億億億1,1,1,1,000000000000万円（前年度比万円（前年度比万円（前年度比万円（前年度比                    △△△△900900900900万円万円万円万円    △△△△0.00.00.00.0％）】％）】％）】％）】    

    

１１１１    歳入の状況歳入の状況歳入の状況歳入の状況    

(1)(1)(1)(1) 市税市税市税市税    131313135555億億億億1111,,,,000000000000万円万円万円万円    

（（（（HHHH31313131    133133133133億億億億2,9002,9002,9002,900万円万円万円万円    前年度前年度前年度前年度比比比比    ＋＋＋＋1111億億億億8888,,,,111100000000万円万円万円万円    ＋＋＋＋1.41.41.41.4％％％％））））    

（（（（参考：参考：参考：参考：HHHH31313131    決算見込額決算見込額決算見込額決算見込額138138138138億億億億8,1008,1008,1008,100万円）万円）万円）万円）    

・個人市民税・個人市民税・個人市民税・個人市民税    前年度比前年度比前年度比前年度比    ＋＋＋＋7,1007,1007,1007,100万円万円万円万円    ＋＋＋＋1.71.71.71.7％％％％    

譲渡所得の増，控除額の減譲渡所得の増，控除額の減譲渡所得の増，控除額の減譲渡所得の増，控除額の減による課税標準額の増による課税標準額の増による課税標準額の増による課税標準額の増    

・法人市民税・法人市民税・法人市民税・法人市民税    前年度比前年度比前年度比前年度比    ＋＋＋＋1,2001,2001,2001,200万円万円万円万円    ＋＋＋＋1.31.31.31.3％％％％    

企業企業企業企業収支の収支の収支の収支の改善改善改善改善にににによるよるよるよる増増増増    

法人税割の税率変更法人税割の税率変更法人税割の税率変更法人税割の税率変更    12.112.112.112.1％→％→％→％→8.48.48.48.4％％％％    

・固定資産税・固定資産税・固定資産税・固定資産税    前年度比前年度比前年度比前年度比    ＋＋＋＋4,6004,6004,6004,600万円万円万円万円    ＋＋＋＋0.70.70.70.7％％％％    

地価下落による土地の減地価下落による土地の減地価下落による土地の減地価下落による土地の減    

新増築による家屋の増新増築による家屋の増新増築による家屋の増新増築による家屋の増    

設備投資設備投資設備投資設備投資のののの増加増加増加増加による償却資産のによる償却資産のによる償却資産のによる償却資産の増増増増    

    

(2) (2) (2) (2) 法人事業税交付金法人事業税交付金法人事業税交付金法人事業税交付金    8,7008,7008,7008,700万円（前年度万円（前年度万円（前年度万円（前年度比比比比    皆増皆増皆増皆増））））    

    

((((3333) ) ) ) 地方消費税交付金地方消費税交付金地方消費税交付金地方消費税交付金    21212121億億億億9,9009,9009,9009,900万円（前年度比万円（前年度比万円（前年度比万円（前年度比    ＋＋＋＋4444億億億億2,3002,3002,3002,300万円万円万円万円    ＋＋＋＋23.823.823.823.8％）％）％）％）    

    

((((4444) ) ) ) 自動車取得税交付金自動車取得税交付金自動車取得税交付金自動車取得税交付金    廃止廃止廃止廃止    （前年度比（前年度比（前年度比（前年度比    △△△△9,0009,0009,0009,000万円万円万円万円    皆減皆減皆減皆減））））    

令和元令和元令和元令和元年年年年10101010月月月月1111日に廃止日に廃止日に廃止日に廃止    

    

((((5555) ) ) ) 自動車税環境性能割交付金自動車税環境性能割交付金自動車税環境性能割交付金自動車税環境性能割交付金    6,1006,1006,1006,100万円万円万円万円    （前年度比（前年度比（前年度比（前年度比    3,2003,2003,2003,200万円万円万円万円    ＋＋＋＋108.1108.1108.1108.1％％％％））））    

令和元令和元令和元令和元年年年年10101010月月月月1111日以降の自動車購入分から適用日以降の自動車購入分から適用日以降の自動車購入分から適用日以降の自動車購入分から適用    

    

(6(6(6(6) ) ) ) 地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税        110110110110億億億億3,3003,3003,3003,300万万万万円円円円    （（（（前年度比前年度比前年度比前年度比    △△△△3,1003,1003,1003,100万円万円万円万円    △△△△0.30.30.30.3％％％％））））    

・・・・普通交付税普通交付税普通交付税普通交付税            99999999億億億億5555,,,,333300000000万円万円万円万円    （（（（前年度比前年度比前年度比前年度比    △△△△3,1003,1003,1003,100万円万円万円万円    △△△△0.30.30.30.3％％％％））））    

平成平成平成平成31313131年度で合併算定替えが終了し，一本算定へ移行年度で合併算定替えが終了し，一本算定へ移行年度で合併算定替えが終了し，一本算定へ移行年度で合併算定替えが終了し，一本算定へ移行    

地方社会再生事業費の創設地方社会再生事業費の創設地方社会再生事業費の創設地方社会再生事業費の創設    地方法人課税の偏在是正措置による財源を活用地方法人課税の偏在是正措置による財源を活用地方法人課税の偏在是正措置による財源を活用地方法人課税の偏在是正措置による財源を活用    

・・・・特別交付税特別交付税特別交付税特別交付税            11110000億億億億8,008,008,008,000000万円万円万円万円    （（（（前年度前年度前年度前年度同額同額同額同額））））    

    

(7(7(7(7) ) ) ) 臨時財政対策債臨時財政対策債臨時財政対策債臨時財政対策債    11114444億億億億5,8005,8005,8005,800万円万円万円万円（前年度比（前年度比（前年度比（前年度比    ＋＋＋＋1111億億億億4,6004,6004,6004,600万円万円万円万円    ＋＋＋＋11.211.211.211.2％）％）％）％）    

※実質的な※実質的な※実質的な※実質的な普通普通普通普通交付税（交付税（交付税（交付税（普通交付税普通交付税普通交付税普通交付税＋＋＋＋臨時財政対策債臨時財政対策債臨時財政対策債臨時財政対策債））））    111111114444億億億億1,1001,1001,1001,100万円万円万円万円    

（前年度比（前年度比（前年度比（前年度比    ＋＋＋＋1111億億億億1,5001,5001,5001,500万円万円万円万円    ＋＋＋＋1.01.01.01.0％）％）％）％）    
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２２２２    歳出の状況歳出の状況歳出の状況歳出の状況    

(1) (1) (1) (1) 人件費人件費人件費人件費    81818181億億億億7,77,77,77,700000000万円万円万円万円（（（（前年度比前年度比前年度比前年度比    ＋＋＋＋4444億億億億4,34,34,34,300000000万円万円万円万円    ＋＋＋＋5.75.75.75.7％％％％））））    

【主な要因】【主な要因】【主な要因】【主な要因】会計年度任用職員会計年度任用職員会計年度任用職員会計年度任用職員    ＋＋＋＋5555億億億億8,7008,7008,7008,700万円（前年万円（前年万円（前年万円（前年度度度度3333億億億億6,4006,4006,4006,400万円万円万円万円））））    

※前年度は非常勤一般職の報酬額を記載※前年度は非常勤一般職の報酬額を記載※前年度は非常勤一般職の報酬額を記載※前年度は非常勤一般職の報酬額を記載    

退職手当退職手当退職手当退職手当組合組合組合組合負担負担負担負担金金金金    △△△△2222億億億億2,3002,3002,3002,300万円（前年万円（前年万円（前年万円（前年度度度度6666億億億億4,84,84,84,800000000万円万円万円万円））））    

    

(2) (2) (2) (2) 公債費公債費公債費公債費    68686868億億億億3,0003,0003,0003,000万円万円万円万円（うち繰上償還（うち繰上償還（うち繰上償還（うち繰上償還    3333億円）億円）億円）億円）    

（（（（前年度比前年度比前年度比前年度比    ＋＋＋＋1111億億億億2,2002,2002,2002,200万円万円万円万円    ＋＋＋＋1.81.81.81.8％）％）％）％）    

    

(3) (3) (3) (3) 普通建設普通建設普通建設普通建設事業費事業費事業費事業費    50505050億億億億4,5004,5004,5004,500万円（万円（万円（万円（前年度比前年度比前年度比前年度比    △△△△11113333億億億億9,9009,9009,9009,900万万万万円円円円    △△△△21.21.21.21.7777％）％）％）％）        

【主な要因】【主な要因】【主な要因】【主な要因】駅前東館跡地整備事業駅前東館跡地整備事業駅前東館跡地整備事業駅前東館跡地整備事業    △△△△10101010億億億億9,6009,6009,6009,600万円（前年万円（前年万円（前年万円（前年度度度度14141414億億億億3,0003,0003,0003,000万円）万円）万円）万円）    

街路整備事業街路整備事業街路整備事業街路整備事業    △△△△6666億億億億3,4003,4003,4003,400万円（前年万円（前年万円（前年万円（前年度度度度8888億億億億1,2001,2001,2001,200万円）万円）万円）万円）    

新庁舎建設事業新庁舎建設事業新庁舎建設事業新庁舎建設事業    △△△△5555億億億億1,2001,2001,2001,200万円（前年万円（前年万円（前年万円（前年度度度度5555億億億億5,2005,2005,2005,200万円）万円）万円）万円）    

不燃物処理工場建設事業不燃物処理工場建設事業不燃物処理工場建設事業不燃物処理工場建設事業    ＋＋＋＋10101010億億億億4,1004,1004,1004,100 万円（前年万円（前年万円（前年万円（前年度度度度3333億億億億4,5004,5004,5004,500 万円）万円）万円）万円）    

    

(4) (4) (4) (4) 災害復旧費災害復旧費災害復旧費災害復旧費    63636363億億億億4,4,4,4,444400000000万円（前年度比万円（前年度比万円（前年度比万円（前年度比    ＋＋＋＋26262626億億億億111100000000万円万円万円万円    ＋＋＋＋69.569.569.569.5％％％％））））    

【主な要因】農林施設【主な要因】農林施設【主な要因】農林施設【主な要因】農林施設    ＋＋＋＋16161616億億億億2,3002,3002,3002,300万円（前年万円（前年万円（前年万円（前年度度度度14141414億億億億900900900900万円万円万円万円））））    

土木施設土木施設土木施設土木施設    ＋＋＋＋10101010億億億億1,1001,1001,1001,100万円（前年万円（前年万円（前年万円（前年度度度度22222222億億億億9999,,,,500500500500万円万円万円万円））））    

    

((((5555) ) ) ) 物件費物件費物件費物件費    50505050億億億億4,7004,7004,7004,700万円（前年度比万円（前年度比万円（前年度比万円（前年度比    △△△△3333億円億円億円億円    △△△△5.5.5.5.6666％）％）％）％）        

【主な要因】【主な要因】【主な要因】【主な要因】賃金賃金賃金賃金    △△△△4444億億億億777700000000万円（万円（万円（万円（皆減皆減皆減皆減））））    

汚泥再生処理センター維持管理汚泥再生処理センター維持管理汚泥再生処理センター維持管理汚泥再生処理センター維持管理    ＋＋＋＋6,2006,2006,2006,200万円（前年度万円（前年度万円（前年度万円（前年度1111億億億億3,2003,2003,2003,200万円）万円）万円）万円）    

    

(6) (6) (6) (6) 補助費等補助費等補助費等補助費等    48484848億億億億4,0004,0004,0004,000万円（前年度比万円（前年度比万円（前年度比万円（前年度比    ＋＋＋＋18181818億億億億9,7009,7009,7009,700万円万円万円万円    ＋＋＋＋66664.54.54.54.5％）％）％）％）        

【主な要因】下水道事業会計補助【主な要因】下水道事業会計補助【主な要因】下水道事業会計補助【主な要因】下水道事業会計補助    ＋＋＋＋15151515億億億億8,3008,3008,3008,300万円（前年万円（前年万円（前年万円（前年度度度度なし）なし）なし）なし）    

観光観光観光観光 DMCDMCDMCDMC補助補助補助補助    ＋＋＋＋1111億億億億3,8003,8003,8003,800万円（前年万円（前年万円（前年万円（前年度度度度なしなしなしなし））））    

    

３３３３    主な主な主な主な基基基基金金金金のののの令和令和令和令和2222年度年度年度年度末残高末残高末残高末残高                        （（（（取取取取崩崩崩崩しのしのしのしの内容内容内容内容））））    

・財政・財政・財政・財政調調調調整整整整基基基基金金金金                    53535353億億億億9999,,,,000000000000万円万円万円万円    （（（（4444億億億億9999,000,000,000,000万円万円万円万円））））    

・減債・減債・減債・減債基基基基金金金金                            00008888億億億億7,7,7,7,666600000000万円万円万円万円    （（（（繰上償還分繰上償還分繰上償還分繰上償還分    3333億円）億円）億円）億円）    

・・・・大大大大規模事業規模事業規模事業規模事業基基基基金金金金                22222222億億億億1111,,,,777700000000万円万円万円万円    （（（（不燃物処理工場不燃物処理工場不燃物処理工場不燃物処理工場等等等等    2222億億億億1,0001,0001,0001,000万万万万円円円円））））    

・・・・合併特合併特合併特合併特例基例基例基例基金金金金                    30303030億億億億1,21,21,21,200000000万円万円万円万円    （なし）（なし）（なし）（なし）                                                    

計計計計                            111114141414億億億億9999,5,5,5,500000000万円万円万円万円    
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４４４４    地方債地方債地方債地方債現現現現在在在在高高高高の状況の状況の状況の状況    

平成平成平成平成30303030年度年度年度年度末末末末    663663663663億億億億5,9005,9005,9005,900万円万円万円万円    ((((前年度比前年度比前年度比前年度比    ＋＋＋＋23232323億億億億8,5008,5008,5008,500万円万円万円万円    ＋＋＋＋    3.73.73.73.7％％％％))))    

うち建設地方債うち建設地方債うち建設地方債うち建設地方債    444431313131億億億億8,9008,9008,9008,900万円万円万円万円    ((((前年度比前年度比前年度比前年度比    △△△△    4444億億億億1,7001,7001,7001,700万万万万円円円円    △△△△    1.01.01.01.0％％％％))))    

うち災害うち災害うち災害うち災害関連地方関連地方関連地方関連地方債債債債    000026262626億億億億7777,,,,999900000000万円万円万円万円    ((((前年度比前年度比前年度比前年度比    ＋＋＋＋25252525億億億億4,3004,3004,3004,300万円万円万円万円    ＋＋＋＋1818181864.364.364.364.3％％％％))))    

うち臨時財政対策債うち臨時財政対策債うち臨時財政対策債うち臨時財政対策債    204204204204億億億億9999,,,,111100000000万円万円万円万円    ((((前年度比前年度比前年度比前年度比    ＋＋＋＋    2222億億億億5,9005,9005,9005,900万円万円万円万円    ＋＋＋＋    1.31.31.31.3％％％％))))    

                    

平成平成平成平成31313131年度年度年度年度末末末末    666679797979億億億億6,2006,2006,2006,200万円万円万円万円    ((((前年度比前年度比前年度比前年度比    ＋＋＋＋11116666億億億億0000,,,,333300000000万円万円万円万円    ＋＋＋＋    2.42.42.42.4％％％％))))    

うち建設地方債うち建設地方債うち建設地方債うち建設地方債    444437373737億億億億6,1006,1006,1006,100万円万円万円万円    ((((前年度比前年度比前年度比前年度比    ＋＋＋＋00005555億億億億7,2007,2007,2007,200万円万円万円万円    ＋＋＋＋    1.1.1.1.3333％％％％))))    

うち災害関連地方債うち災害関連地方債うち災害関連地方債うち災害関連地方債    000037373737億億億億9999,,,,666600000000万円万円万円万円    ((((前年度比前年度比前年度比前年度比    ＋＋＋＋11111111億億億億1111,,,,777700000000万円万円万円万円    ＋＋＋＋41.741.741.741.7％％％％))))    

うち臨時財政対策債うち臨時財政対策債うち臨時財政対策債うち臨時財政対策債    204204204204億億億億0000,,,,555500000000万円万円万円万円    ((((前年度比前年度比前年度比前年度比    △△△△    0000億億億億8888,,,,666600000000万円万円万円万円    △△△△    0.40.40.40.4％％％％))))    

                    

令和令和令和令和2222年度年度年度年度末末末末    666684848484億億億億6,3006,3006,3006,300万円万円万円万円    ((((前年度比前年度比前年度比前年度比    ＋＋＋＋00005555億億億億0000,,,,111100000000万円万円万円万円    ＋＋＋＋    0.0.0.0.7777％％％％))))    

うち建設地方債うち建設地方債うち建設地方債うち建設地方債    444430303030億億億億7,7007,7007,7007,700万円万円万円万円    ((((前年度比前年度比前年度比前年度比    △△△△00006666億億億億8888,,,,444400000000万円万円万円万円    △△△△    1.61.61.61.6％％％％))))    

うち災害関連地方債うち災害関連地方債うち災害関連地方債うち災害関連地方債    000051515151億億億億1111,,,,444400000000万円万円万円万円    ((((前年度比前年度比前年度比前年度比    ＋＋＋＋11113333億億億億1111,,,,888800000000万円万円万円万円    ＋＋＋＋33334444....7777％％％％))))    

うち臨時財政対策債うち臨時財政対策債うち臨時財政対策債うち臨時財政対策債    202020202222億億億億7777,,,,222200000000万円万円万円万円    ((((前年度比前年度比前年度比前年度比    △△△△    1111億億億億3333,,,,333300000000万万万万円円円円    △△△△    0.0.0.0.7777％％％％))))    
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長期総長期総長期総長期総合計合計合計合計画画画画（（（（後期基後期基後期基後期基本計本計本計本計画画画画））））にににに基づ基づ基づ基づくくくく主要な施策の主要な施策の主要な施策の主要な施策の概概概概要要要要            〔〔〔〔    ※※※※    〕〕〕〕は新規事業は新規事業は新規事業は新規事業        

    

①①①①    新し新し新し新しい三原い三原い三原い三原ををををつつつつくるくるくるくる協働協働協働協働ののののままままちちちち    

1111----1111----1111    人人人人権教育権教育権教育権教育・・・・啓発啓発啓発啓発のののの推進推進推進推進    

・・・・イイイインターンターンターンターネットモニネットモニネットモニネットモニタタタタリリリリンンンンググググ事業【事業【事業【事業【人人人人権推進権推進権推進権推進課課課課】】】】                                            7777 万円万円万円万円    

人人人人権啓発指導権啓発指導権啓発指導権啓発指導員による員による員による員によるイイイインターンターンターンターネットネットネットネット上上上上掲示板掲示板掲示板掲示板のののの差差差差別別別別書書書書込込込込みみみみのののの監視及び削監視及び削監視及び削監視及び削

除要除要除要除要請請請請    

・人・人・人・人権文化権文化権文化権文化センター維持管理事業【センター維持管理事業【センター維持管理事業【センター維持管理事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                1,2971,2971,2971,297 万円万円万円万円    

※※※※大大大大和人和人和人和人権文化権文化権文化権文化センターセンターセンターセンター耐震診断耐震診断耐震診断耐震診断    

    

1111----1111----2222    男女共男女共男女共男女共同参同参同参同参画画画画社会の社会の社会の社会の形形形形成成成成    

・・・・男女共男女共男女共男女共同参同参同参同参画推進画推進画推進画推進事業事業事業事業【人【人【人【人権推進権推進権推進権推進課】課】課】課】                                                        107107107107 万円万円万円万円    

    

1111----2222----1111    地地地地域づ域づ域づ域づくくくくりりりり活動の活性活動の活性活動の活性活動の活性化化化化    

・地・地・地・地域域域域支支支支援援援援員活用事業【員活用事業【員活用事業【員活用事業【地地地地域域域域企企企企画画画画課課課課】】】】                                                        3,3,3,3,533533533533 万円万円万円万円    

地地地地域域域域支支支支援援援援員を員を員を員を8888名名名名増員し，地増員し，地増員し，地増員し，地域域域域活性活性活性活性化化化化の取組を支の取組を支の取組を支の取組を支援援援援    

・・・・中山間中山間中山間中山間地地地地域域域域活性活性活性活性化化化化事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                        835835835835 万円万円万円万円    

中山間中山間中山間中山間地地地地域コミュニティビジネス域コミュニティビジネス域コミュニティビジネス域コミュニティビジネス支支支支援援援援事業事業事業事業    

地地地地域域域域資源資源資源資源((((空き校空き校空き校空き校舎等の舎等の舎等の舎等の遊休遊休遊休遊休施設，地場産施設，地場産施設，地場産施設，地場産品品品品，観光資源等，観光資源等，観光資源等，観光資源等))))を活用しを活用しを活用しを活用したたたた特特特特

産産産産品づ品づ品づ品づくくくくりや製造りや製造りや製造りや製造・・・・販売販売販売販売関連施設，観光施設等の整備な関連施設，観光施設等の整備な関連施設，観光施設等の整備な関連施設，観光施設等の整備などどどど，，，，住住住住民組民組民組民組織織織織が実が実が実が実

施施施施すすすする地る地る地る地域域域域の活の活の活の活力力力力をををを引き引き引き引き出出出出すコミュニティビジネスすコミュニティビジネスすコミュニティビジネスすコミュニティビジネスの創業の創業の創業の創業やややや事業事業事業事業拡大拡大拡大拡大等等等等

にににに係係係係るるるる経経経経費の一費の一費の一費の一部部部部を補助（新規を補助（新規を補助（新規を補助（新規2222 事業を予定）事業を予定）事業を予定）事業を予定）    

施設改施設改施設改施設改修修修修費費費費    補助率補助率補助率補助率9999////10101010    上上上上限限限限 300300300300 万円万円万円万円    

事業事業事業事業運営経運営経運営経運営経費費費費    補助率補助率補助率補助率8888////10101010    上上上上限限限限    1111 年年年年目目目目 111100000000 万万万万円（円（円（円（2222 年年年年目目目目 50505050 万万万万円）円）円）円）    

・・・・住住住住民組民組民組民組織織織織活動支活動支活動支活動支援援援援事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                            6,7586,7586,7586,758 万円万円万円万円    

※地※地※地※地域経営推進域経営推進域経営推進域経営推進交付金交付金交付金交付金    

三原三原三原三原市地市地市地市地域経営域経営域経営域経営方方方方針針針針にににに基づき基づき基づき基づき，，，，各各各各地地地地区区区区の特性・実の特性・実の特性・実の特性・実情情情情に合に合に合に合わせた「わせた「わせた「わせた「地地地地域域域域

ビジョビジョビジョビジョンンンン」」」」を策定しを策定しを策定しを策定したたたた地地地地区区区区を対を対を対を対象象象象に活動費を支に活動費を支に活動費を支に活動費を支援援援援    

本年度対本年度対本年度対本年度対象象象象予定地予定地予定地予定地区区区区：：：：4444 地地地地区区区区（（（（高坂高坂高坂高坂，，，，鷺浦鷺浦鷺浦鷺浦，，，，北北北北方，和木）方，和木）方，和木）方，和木）    

    

1111----2222----2222    移移移移住住住住・定・定・定・定住住住住のののの促進促進促進促進    

・・・・地地地地域おこ域おこ域おこ域おこしししし協力隊協力隊協力隊協力隊活用事業活用事業活用事業活用事業【【【【地地地地域域域域企企企企画画画画課課課課】】】】                                            4,0134,0134,0134,013 万円万円万円万円    

地地地地域おこ域おこ域おこ域おこしししし協力隊協力隊協力隊協力隊活動支活動支活動支活動支援援援援事業事業事業事業    

地地地地域域域域の維持・活性の維持・活性の維持・活性の維持・活性化化化化にににに向け向け向け向け，地，地，地，地域おこ域おこ域おこ域おこしししし協力隊協力隊協力隊協力隊をををを配配配配置し，支所置し，支所置し，支所置し，支所及び及び及び及び関関関関係係係係

団体団体団体団体等等等等とととと連連連連携携携携をををを図り図り図り図りながら地ながら地ながら地ながら地域振興域振興域振興域振興に取に取に取に取りりりり組組組組みみみみ，市，市，市，市内全体内全体内全体内全体でででで 9999 人人人人体制体制体制体制を予を予を予を予

定定定定    

任任任任期満期満期満期満了了了了ととととなるなるなるなる4444 人の人の人の人の起起起起業業業業化化化化を支を支を支を支援援援援    

        

参参参参    考考考考    
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・移・移・移・移住住住住定定定定住促進住促進住促進住促進事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                    2,4832,4832,4832,483 万円万円万円万円    

ファファファファーーーーストマイホストマイホストマイホストマイホーーーーム応援ム応援ム応援ム応援事業事業事業事業    

若若若若年年年年層層層層（（（（40404040 歳歳歳歳未満未満未満未満のののの夫婦夫婦夫婦夫婦・・・・15151515 歳歳歳歳未満未満未満未満のののの子とそ子とそ子とそ子とそのののの親親親親）が，市）が，市）が，市）が，市外外外外からの移からの移からの移からの移

住又住又住又住又は市分譲地購入によは市分譲地購入によは市分譲地購入によは市分譲地購入によりりりり本市に本市に本市に本市においておいておいておいて初初初初めてとめてとめてとめてとなるなるなるなる住宅住宅住宅住宅の新築の新築の新築の新築又又又又は購は購は購は購

入し入し入し入したたたた場合に場合に場合に場合にそそそその費用の一の費用の一の費用の一の費用の一部部部部を補助を補助を補助を補助        上上上上限限限限 100100100100 万万万万円円円円    

定定定定住者住者住者住者家賃補助家賃補助家賃補助家賃補助    

市市市市外外外外からの移からの移からの移からの移住世帯住世帯住世帯住世帯（（（（40404040 歳以下の歳以下の歳以下の歳以下の夫婦夫婦夫婦夫婦）が市）が市）が市）が市内内内内の賃の賃の賃の賃貸住宅貸住宅貸住宅貸住宅をををを契約契約契約契約しししし,3,3,3,3

年を年を年を年を超超超超ええええてててて定定定定住す住す住す住するるるる場合に場合に場合に場合に，，，，家賃の一家賃の一家賃の一家賃の一部部部部を補助を補助を補助を補助    最長最長最長最長 18181818 か月，月額上か月，月額上か月，月額上か月，月額上限限限限

15,00015,00015,00015,000 円円円円    

15151515 歳歳歳歳未満未満未満未満のののの子ども子ども子ども子どもががががいいいいるるるる世帯世帯世帯世帯の場合の場合の場合の場合    最長最長最長最長 36363636 か月，月額上か月，月額上か月，月額上か月，月額上限限限限 3333 万万万万円円円円    

※関※関※関※関係係係係人人人人口口口口創出事業創出事業創出事業創出事業【【【【    〃〃〃〃    】】】】                                                                            828828828828 万円万円万円万円    

地地地地域と多様域と多様域と多様域と多様に関に関に関に関わわわわる地る地る地る地域外域外域外域外の人の人の人の人材「材「材「材「関関関関係係係係人人人人口」口」口」口」を増を増を増を増やす機やす機やす機やす機会・会・会・会・きっきっきっきっかかかかけづけづけづけづくくくく

りとりとりとりとししししてててて，地方に関，地方に関，地方に関，地方に関心心心心を持を持を持を持つ若者つ若者つ若者つ若者を対を対を対を対象と象と象と象とししししたたたた本市での本市での本市での本市での体験学習ツア体験学習ツア体験学習ツア体験学習ツアー等をー等をー等をー等を

受受受受入地入地入地入地域域域域のののの住住住住民民民民と協働と協働と協働と協働しししして開催て開催て開催て開催    

・・・・移移移移住住住住定定定定住住住住支支支支援援援援事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                            763763763763 万円万円万円万円    

お試お試お試お試しししし暮暮暮暮らしらしらしらし滞滞滞滞在費補助在費補助在費補助在費補助    

移移移移住希望者住希望者住希望者住希望者が市が市が市が市内内内内への移への移への移への移住住住住をををを検討す検討す検討す検討するるるるためためためため 2222 泊泊泊泊以上連以上連以上連以上連続続続続ししししてててて市市市市内内内内のののの宿宿宿宿

泊泊泊泊施設施設施設施設滞滞滞滞在在在在すすすする場合にる場合にる場合にる場合に滞滞滞滞在在在在費の一費の一費の一費の一部部部部を補助を補助を補助を補助    

宿泊宿泊宿泊宿泊施設に支施設に支施設に支施設に支払った払った払った払った額の額の額の額の1111////2222    上上上上限限限限 1111泊泊泊泊当当当当たりたりたりたり 2,5002,5002,5002,500 円，円，円，円，8888泊泊泊泊 2222 万円万円万円万円    

    

1111----3333----1111    市民市民市民市民協働協働協働協働ののののままままちちちちづづづづくくくくりりりりのののの推進推進推進推進    

・・・・市民市民市民市民協働協働協働協働ののののままままちちちちづづづづくくくくり推進り推進り推進り推進事業【地事業【地事業【地事業【地域域域域企企企企画画画画課】課】課】課】                                            314314314314 万円万円万円万円    

市民市民市民市民提案型協働提案型協働提案型協働提案型協働事業費負担金事業費負担金事業費負担金事業費負担金 

市民活動市民活動市民活動市民活動団体育団体育団体育団体育成事業費補助成事業費補助成事業費補助成事業費補助    

    

②②②②    地地地地域域域域のののの文化と多様文化と多様文化と多様文化と多様な人な人な人な人材材材材をををを育むま育むま育むま育むまちちちち    

2222----1111----1111    学校教育学校教育学校教育学校教育のののの充充充充実実実実    

・・・・学ぶ力育学ぶ力育学ぶ力育学ぶ力育成事業【成事業【成事業【成事業【学校教育学校教育学校教育学校教育課】課】課】課】                                                            2222 億億億億 0,00,00,00,012121212 万円万円万円万円    

授授授授業改善，業改善，業改善，業改善，指導体制指導体制指導体制指導体制のののの充充充充実，実，実，実，指導力指導力指導力指導力のののの向向向向上，上，上，上，学び学び学び学びの支の支の支の支援体制援体制援体制援体制のののの充充充充実によ実によ実によ実によりりりり，，，，

児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒のののの学ぶ力学ぶ力学ぶ力学ぶ力をををを育育育育成成成成すすすするるるる    

学習学習学習学習分分分分析析析析事業（事業（事業（事業（学力学力学力学力定定定定着確認着確認着確認着確認，※，※，※，※学習学習学習学習環境環境環境環境把握把握把握把握））））    

基基基基本的な本的な本的な本的な学習内容学習内容学習内容学習内容の定の定の定の定着着着着度度度度と学級集団内と学級集団内と学級集団内と学級集団内での状況をでの状況をでの状況をでの状況を把握把握把握把握し，し，し，し，教教教教職員の職員の職員の職員の

指導指導指導指導方法の方法の方法の方法の充充充充実等によ実等によ実等によ実等により学力り学力り学力り学力定定定定着着着着をををを図図図図るるるる    

・・・・郷郷郷郷土土土土愛醸愛醸愛醸愛醸成事業成事業成事業成事業【【【【    〃〃〃〃    】】】】                                                                                644644644644 万円万円万円万円    

社会社会社会社会ととととのののの触れ触れ触れ触れ合合合合いいいいのののの中中中中で，で，で，で，郷郷郷郷土土土土三原三原三原三原をををを愛す愛す愛す愛するるるる心心心心をををを育む育む育む育む    

一一一一校校校校一一一一貢献貢献貢献貢献（地（地（地（地域貢献域貢献域貢献域貢献に要に要に要に要すすすする備る備る備る備品品品品をををを順次順次順次順次整備）整備）整備）整備）    

・・・・体力向体力向体力向体力向上支上支上支上支援援援援事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                        1,5401,5401,5401,540 万円万円万円万円    

・・・・就学援就学援就学援就学援助事業【助事業【助事業【助事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                        1111 億億億億 2,2522,2522,2522,252 万円万円万円万円    

・・・・就園援就園援就園援就園援助事業【助事業【助事業【助事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                        1111 億億億億 9,7009,7009,7009,700 万円万円万円万円    

幼児教育無幼児教育無幼児教育無幼児教育無償償償償化化化化にににに係係係係る入る入る入る入園料園料園料園料，，，，授授授授業業業業料料料料，，，，副食副食副食副食費費費費相相相相当分を当分を当分を当分を園園園園に補助に補助に補助に補助    

※※※※国立幼稚園無国立幼稚園無国立幼稚園無国立幼稚園無償償償償化化化化事業費補助事業費補助事業費補助事業費補助    

※※※※私立幼稚園無私立幼稚園無私立幼稚園無私立幼稚園無償償償償化化化化事業費補助事業費補助事業費補助事業費補助    

・・・・学校給食運営学校給食運営学校給食運営学校給食運営事業【事業【事業【事業【学校給食学校給食学校給食学校給食課】課】課】課】                                                        6666 億億億億 4,1714,1714,1714,171 万円万円万円万円    
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2222----1111----2222    教育教育教育教育環境の整備・環境の整備・環境の整備・環境の整備・充充充充実実実実    

・・・・小小小小・・・・中中中中学校学校学校学校施設維持管理事業【施設維持管理事業【施設維持管理事業【施設維持管理事業【教育振興教育振興教育振興教育振興課】課】課】課】                                    5555 億億億億 2,9112,9112,9112,911 万円万円万円万円    

ププププーーーールろ過機ルろ過機ルろ過機ルろ過機改改改改修修修修工事（工事（工事（工事（沼田沼田沼田沼田東東東東小小小小））））    

給食調給食調給食調給食調理理理理室室室室屋屋屋屋根根根根改改改改修修修修工事（工事（工事（工事（鷺浦小鷺浦小鷺浦小鷺浦小））））    

防防防防火戸火戸火戸火戸改改改改修修修修工事（工事（工事（工事（小小小小泉泉泉泉小小小小，，，，田田田田野野野野浦小浦小浦小浦小，，，，深深深深小小小小，，，，第二第二第二第二中中中中，，，，第五第五第五第五中中中中，，，，大大大大和和和和中中中中））））    

・・・・小小小小・・・・中中中中学校学校学校学校施設施設施設施設整備事業【整備事業【整備事業【整備事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                1111 億億億億 4,9504,9504,9504,950 万円万円万円万円    

トイトイトイトイレレレレ改改改改修修修修工事（工事（工事（工事（糸崎糸崎糸崎糸崎小小小小，，，，深深深深小小小小，，，，久井久井久井久井中中中中））））    

長長長長寿命寿命寿命寿命化化化化改改改改修修修修設計（設計（設計（設計（糸崎糸崎糸崎糸崎小小小小・・・・第四第四第四第四中中中中・・・・幸崎幸崎幸崎幸崎中中中中・本・本・本・本郷中郷中郷中郷中））））    

学校空調学校空調学校空調学校空調設備整備設備整備設備整備設備整備ＰＦＩＰＦＩＰＦＩＰＦＩ事業事業事業事業アアアアドバドバドバドバイイイイザザザザリリリリーーーー業業業業務務務務        

債債債債務務務務負担行負担行負担行負担行為為為為（（（（H30H30H30H30～～～～RRRR2222））））    

・・・・小小小小・・・・中学校教材中学校教材中学校教材中学校教材備備備備品品品品整備事業【整備事業【整備事業【整備事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                        3,8363,8363,8363,836 万円万円万円万円    

※※※※校校校校務務務務支支支支援援援援シシシシステムステムステムステム（（（（児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒のののの学学学学籍籍籍籍・成・成・成・成績績績績等の等の等の等の情情情情報を報を報を報を総総総総合的に管理合的に管理合的に管理合的に管理すすすするるるるシシシシ

ステムステムステムステム））））導導導導入入入入    

    

2222----1111----3333    青少青少青少青少年の年の年の年の健健健健全育全育全育全育成成成成    

・・・・青少青少青少青少年年年年健健健健全育全育全育全育成事業【成事業【成事業【成事業【生生生生涯涯涯涯学習学習学習学習課課課課】】】】                                                                92929292 万円万円万円万円    

・・・・児童児童児童児童・生・生・生・生徒相徒相徒相徒相互互互互交交交交流流流流事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                512512512512 万円万円万円万円    

※※※※RRRR2222 年度は交年度は交年度は交年度は交流流流流 25252525周周周周年記年記年記年記念念念念事業を併事業を併事業を併事業を併せてせてせてせて実施実施実施実施    

・・・・青少青少青少青少年年年年学習体験学習体験学習体験学習体験事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                        212212212212 万円万円万円万円    

    

2222----2222----1111    生生生生涯涯涯涯学習学習学習学習のののの振興振興振興振興    

・・・・生生生生涯涯涯涯学習推進学習推進学習推進学習推進事業事業事業事業【生【生【生【生涯涯涯涯学習学習学習学習課課課課】】】】                                                                391391391391 万円万円万円万円    

・市民・市民・市民・市民大学校運営大学校運営大学校運営大学校運営事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                2,7872,7872,7872,787 万円万円万円万円    

老老老老人人人人大学大学大学大学（市民（市民（市民（市民大学校大学校大学校大学校へ改へ改へ改へ改称称称称予定）本予定）本予定）本予定）本校校校校舎を旧舎を旧舎を旧舎を旧三原小校三原小校三原小校三原小校舎から舎から舎から舎からペペペペアアアアシシシシティ三ティ三ティ三ティ三

原原原原西西西西館に移館に移館に移館に移転転転転    

ここここの施設をの施設をの施設をの施設を中中中中核核核核ととととししししてててて市市市市内各内各内各内各施設施設施設施設もももも活用し，活用し，活用し，活用し，「み「み「み「みはら市民はら市民はら市民はら市民大学」大学」大学」大学」をををを運営運営運営運営    

・・・・図書図書図書図書館維持管理事業【館維持管理事業【館維持管理事業【館維持管理事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                        1111 億億億億 8,2018,2018,2018,201 万円万円万円万円    

新新新新図書図書図書図書館が館が館が館が駅前東館跡地駅前東館跡地駅前東館跡地駅前東館跡地にににに RRRR2222 年年年年 7777 月月月月開開開開館予定館予定館予定館予定    

・・・・中中中中央央央央公民館維持管理事業【公民館維持管理事業【公民館維持管理事業【公民館維持管理事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                            3,1253,1253,1253,125 万円万円万円万円    

※※※※空調機空調機空調機空調機（（（（ココココンンンンププププレレレレッッッッササササー）更新ー）更新ー）更新ー）更新    

・・・・コミコミコミコミセン・公民館整備事業【セン・公民館整備事業【セン・公民館整備事業【セン・公民館整備事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                        111100000000 万円万円万円万円    

※※※※旧旧旧旧須波須波須波須波コミコミコミコミセンセンセンセン解解解解体体体体設計設計設計設計    

    

2222----2222----2222    文化文化文化文化・・・・芸術芸術芸術芸術のののの振興振興振興振興    

※※※※文化文化文化文化芸術芸術芸術芸術交交交交流流流流促進促進促進促進事業事業事業事業【【【【文化文化文化文化課】課】課】課】                                                                                                                            300300300300 万円万円万円万円    

芸術芸術芸術芸術文化文化文化文化センターセンターセンターセンター    ポポロポポロポポロポポロでででで市民参加市民参加市民参加市民参加型型型型のののの文化文化文化文化芸術芸術芸術芸術交交交交流流流流促進促進促進促進事業事業事業事業（（（（イイイイベベベベンンンントトトト））））

をををを開催開催開催開催    

・企・企・企・企画画画画展覧展覧展覧展覧会会会会開催開催開催開催事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                    423423423423 万円万円万円万円    

広島県ゆ広島県ゆ広島県ゆ広島県ゆかかかかりりりりののののオオオオリリリリンンンンピピピピッッッック選ク選ク選ク選手手手手たたたたちちちち    

7777 月月月月 11111111 日日日日((((土土土土))))～～～～8888 月月月月 2222 日日日日((((日日日日))))    23232323 日日日日間間間間    

三原三原三原三原市出市出市出市出身身身身のののの池池池池田田田田敬敬敬敬子子子子氏氏氏氏をををを中心中心中心中心に，に，に，に，広島県広島県広島県広島県ににににゆゆゆゆかかかかりりりりののののああああるるるるオオオオリリリリンンンンピピピピッッッックククク

選選選選手の業手の業手の業手の業績績績績をををを紹介紹介紹介紹介    
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2222----2222----3333    歴史歴史歴史歴史・・・・文化文化文化文化財を活かし財を活かし財を活かし財を活かしたまたまたまたまちちちちづづづづくくくくりりりり    

・記・記・記・記念念念念物物物物保存保存保存保存活用事業【活用事業【活用事業【活用事業【文化文化文化文化課】課】課】課】                                                                    1,1,1,1,434343433333 万円万円万円万円    

久井岩海久井岩海久井岩海久井岩海ののののササササイイイイン改ン改ン改ン改修修修修，，，，トイトイトイトイレレレレ等実施設計等実施設計等実施設計等実施設計    

・災害復旧事業（社会・災害復旧事業（社会・災害復旧事業（社会・災害復旧事業（社会教育教育教育教育施設）【施設）【施設）【施設）【    〃〃〃〃    】】】】                                                    572572572572 万円万円万円万円    

重重重重要要要要文化文化文化文化財財財財米米米米山山山山寺宝篋印塔寺宝篋印塔寺宝篋印塔寺宝篋印塔災害復旧費補助災害復旧費補助災害復旧費補助災害復旧費補助    

※市※市※市※市史史史史跡跡跡跡小小小小早川早川早川早川家家家家墓墓墓墓所災害復旧費補助所災害復旧費補助所災害復旧費補助所災害復旧費補助    

※市※市※市※市史史史史跡日跡日跡日跡日名内名内名内名内氏氏氏氏のののの墓墓墓墓災害復旧費補助災害復旧費補助災害復旧費補助災害復旧費補助    

    

2222----2222----4444    ススススポポポポーーーーツツツツのののの推進推進推進推進    

・・・・リリリリーーーージョジョジョジョンンンンププププラザラザラザラザ維持管理事業【維持管理事業【維持管理事業【維持管理事業【ススススポポポポーーーーツ振興ツ振興ツ振興ツ振興課】課】課】課】                    1111 億億億億 2,0712,0712,0712,071 万円万円万円万円    

※※※※揚揚揚揚水水水水ポポポポンンンンププププ更新更新更新更新    

※※※※長長長長寿命寿命寿命寿命化化化化計計計計画画画画策定策定策定策定    

・・・・ススススポポポポーーーーツツツツ活動活動活動活動推進推進推進推進事業事業事業事業【【【【    〃〃〃〃    】】】】                                                            2,4642,4642,4642,464 万円万円万円万円    

トトトトラララライアスイアスイアスイアスロロロロンンンンさぎさぎさぎさぎししししま大ま大ま大ま大会（会（会（会（8888 月），市民月），市民月），市民月），市民体育大体育大体育大体育大会（会（会（会（10101010 月），月），月），月），白竜湖ふ白竜湖ふ白竜湖ふ白竜湖ふれれれれああああ

いグリいグリいグリいグリーンーンーンーンママママラソラソラソラソンンンン大大大大会（会（会（会（11111111 月）な月）な月）な月）などどどどのののの開催開催開催開催，，，，運営運営運営運営    

東東東東京オ京オ京オ京オリリリリンンンンピピピピッッッッククククにににに向けた向けた向けた向けたメキシメキシメキシメキシココココの自の自の自の自転転転転車車車車競技選競技選競技選競技選手の事前合手の事前合手の事前合手の事前合宿宿宿宿をををを受受受受入入入入れれれれ    

合合合合宿期間宿期間宿期間宿期間    6666 月月月月 30303030 日日日日～～～～7777 月月月月 29292929 日のうち日のうち日のうち日のうち21212121 日日日日間間間間（予定）（予定）（予定）（予定）    

※東※東※東※東京オ京オ京オ京オリリリリンンンンピピピピッッッック聖火ク聖火ク聖火ク聖火リリリリレレレレーーーー    

        5555 月月月月 19191919 日日日日((((火火火火))))    円一円一円一円一町～町～町～町～東東東東町町町町    

※東※東※東※東京パラ京パラ京パラ京パラリリリリンンンンピピピピッッッック聖火採火式ク聖火採火式ク聖火採火式ク聖火採火式    

8888 月月月月 14141414 日日日日((((金金金金))))    リリリリーーーージョジョジョジョンンンンププププラザラザラザラザ文化ホ文化ホ文化ホ文化ホーーーールルルル，屋，屋，屋，屋外外外外広広広広場場場場    

    

③③③③    多様多様多様多様な産業な産業な産業な産業と多と多と多と多彩彩彩彩な交な交な交な交流流流流による活による活による活による活力力力力ああああるるるるままままちちちち    

3333----1111----1111    工業の工業の工業の工業の振興振興振興振興    

・企業・企業・企業・企業誘致誘致誘致誘致対策事業【対策事業【対策事業【対策事業【商商商商工工工工振興振興振興振興課】課】課】課】                                                    1111 億億億億 6,0686,0686,0686,068 万円万円万円万円    

※産業用地適地※産業用地適地※産業用地適地※産業用地適地選選選選定事業定事業定事業定事業    

新新新新たたたたな産業な産業な産業な産業団団団団地整備を地整備を地整備を地整備を目目目目的的的的ととととし，し，し，し，既存既存既存既存団団団団地の再整備を地の再整備を地の再整備を地の再整備を含含含含めめめめ，，，，沿岸沿岸沿岸沿岸部部部部をををを中中中中

心心心心に産業に産業に産業に産業団団団団地地地地立立立立地の地の地の地の可可可可能性の能性の能性の能性のああああるるるる候候候候補地の補地の補地の補地の調調調調査査査査及び及び及び及び評評評評価価価価    

・・・・本本本本郷郷郷郷産業産業産業産業団団団団地整備事業【地整備事業【地整備事業【地整備事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                    1111 億億億億 6,5806,5806,5806,580 万円万円万円万円    

完完完完成成成成後後後後に市が管理に市が管理に市が管理に市が管理すすすするるるることとこととこととこととなる公なる公なる公なる公園及び調園及び調園及び調園及び調整整整整池池池池の整備工事をの整備工事をの整備工事をの整備工事を県県県県へへへへ委託委託委託委託    

・・・・工業工業工業工業団団団団地地地地施設維持管理事業施設維持管理事業施設維持管理事業施設維持管理事業【【【【    〃〃〃〃    】】】】                                            1111 億億億億 0,0,0,0,960960960960 万円万円万円万円    

久井久井久井久井工業工業工業工業団団団団地地地地専専専専用水道水源の上水への用水道水源の上水への用水道水源の上水への用水道水源の上水への転換転換転換転換によるによるによるによる差差差差額補額補額補額補填填填填    

    

3333----1111----2222    商商商商業・業・業・業・ササササーーーービスビスビスビス業の業の業の業の振興振興振興振興    

・・・・商店商店商店商店街街街街振興振興振興振興事業【事業【事業【事業【商商商商工工工工振興振興振興振興課】課】課】課】                                                                        44440000 万円万円万円万円    

・地・地・地・地域域域域商商商商業活性業活性業活性業活性化化化化支支支支援援援援事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                            683683683683 万円万円万円万円    

中心中心中心中心市街地を除く市市街地を除く市市街地を除く市市街地を除く市全域全域全域全域ににににおいておいておいておいて，，，，空き空き空き空き店舗店舗店舗店舗等を活用し等を活用し等を活用し等を活用したたたた新規出新規出新規出新規出店店店店やややや既存店既存店既存店既存店

舗舗舗舗の改の改の改の改装装装装等を行う等を行う等を行う等を行う経経経経費費費費を補助を補助を補助を補助    
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3333----1111----3333    起起起起業・業・業・業・経営経営経営経営・・・・就就就就労労労労の支の支の支の支援援援援    

・・・・労労労労働者働者働者働者対策事業【対策事業【対策事業【対策事業【商商商商工工工工振興振興振興振興課】課】課】課】                                                            2222 億億億億 5,1355,1355,1355,135 万円万円万円万円    

・・・・中小中小中小中小企業金企業金企業金企業金融融融融対策対策対策対策事業事業事業事業【【【【    〃〃〃〃    】】】】                                                    11111111 億億億億 1,8061,8061,8061,806 万円万円万円万円    

・・・・雇雇雇雇用用用用就就就就労労労労支支支支援援援援事業事業事業事業【【【【    〃〃〃〃    】】】】                                                                                            2,0442,0442,0442,044 万円万円万円万円    

※企業※企業※企業※企業情情情情報報報報パパパパンンンンフフフフレレレレットットットット作作作作成成成成    

市市市市内内内内企業の企業の企業の企業の情情情情報報報報誌誌誌誌をををを作作作作成し，成し，成し，成し，進学進学進学進学，，，，就就就就職職職職期期期期のののの学学学学生を生を生を生を中心中心中心中心にににに情情情情報報報報発発発発信信信信すすすするるるる

ことことことことによによによによりりりり市市市市内内内内企業への企業への企業への企業への就就就就職を職を職を職を促進促進促進促進し，し，し，し，労労労労働者働者働者働者のののの確確確確保保保保ををををめめめめざざざざすすすす    

・・・・起起起起業業業業化促進化促進化促進化促進事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                        1,8571,8571,8571,857 万円万円万円万円    

ササササテテテテラララライトイトイトイトオオオオフィスフィスフィスフィス等等等等誘致誘致誘致誘致事業事業事業事業    

H30H30H30H30 年度に旧和木年度に旧和木年度に旧和木年度に旧和木小学校小学校小学校小学校のののの 1111教室教室教室教室を改を改を改を改修修修修ししししてててて整備し整備し整備し整備したたたた，，，，ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴ，交通，交通，交通，交通及及及及

びびびび自自自自然然然然環境を活かし環境を活かし環境を活かし環境を活かしたお試たお試たお試たお試し勤し勤し勤し勤務務務務ススススペペペペーーーースススス（（（（トトトトラララライアルイアルイアルイアルオオオオフィスフィスフィスフィス）の管理）の管理）の管理）の管理

及び及び及び及び利利利利用用用用促進促進促進促進，，，，マッマッマッマッチチチチンンンンググググセセセセミミミミナナナナーでのーでのーでのーでのＰＲＰＲＰＲＰＲ等，等，等，等，県県県県とととと連連連連携携携携ししししＩＴＩＴＩＴＩＴ関連企業関連企業関連企業関連企業

等の等の等の等のササササテテテテラララライトイトイトイトオオオオフィスフィスフィスフィス誘致誘致誘致誘致をををを促進促進促進促進    

    

3333----2222----1111    農林水産業の担農林水産業の担農林水産業の担農林水産業の担いいいい手手手手育育育育成成成成とととと生産生産生産生産振興振興振興振興    

※※※※農業農業農業農業振興振興振興振興地地地地域域域域整備整備整備整備促進促進促進促進事業事業事業事業【農林水産課】【農林水産課】【農林水産課】【農林水産課】                                                    120120120120 万円万円万円万円    

本市の農業本市の農業本市の農業本市の農業振興振興振興振興施策の施策の施策の施策の現現現現況に合況に合況に合況に合わせたわせたわせたわせた農業農業農業農業振興振興振興振興地地地地域域域域整備計整備計整備計整備計画画画画を策定を策定を策定を策定    

・・・・有有有有機機機機堆肥堆肥堆肥堆肥活用支活用支活用支活用支援援援援事業事業事業事業【【【【    〃〃〃〃    】】】】                                                                    300300300300 万円万円万円万円    

・・・・振興振興振興振興作作作作物生産物生産物生産物生産拡大拡大拡大拡大支支支支援援援援事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                        388388388388 万円万円万円万円    

・新規・新規・新規・新規就就就就農農農農者者者者支支支支援援援援事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                    234234234234 万円万円万円万円    

・農地・農地・農地・農地集集集集積積積積加加加加速速速速化化化化支支支支援援援援事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                        1,3501,3501,3501,350 万円万円万円万円    

・環境・環境・環境・環境保保保保全型全型全型全型農業農業農業農業直接直接直接直接支支支支払払払払事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                    568568568568 万円万円万円万円    

・地産地消・地産地消・地産地消・地産地消推進推進推進推進事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                        164164164164 万円万円万円万円    

※※※※６６６６次次次次産業産業産業産業化推進化推進化推進化推進事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                        500500500500 万円万円万円万円    

農産物農産物農産物農産物及び及び及び及び加工加工加工加工品品品品のののの販販販販路路路路拡大拡大拡大拡大による農業による農業による農業による農業者者者者の所得の所得の所得の所得向向向向上を上を上を上を目目目目的的的的ととととし，し，し，し，首都圏首都圏首都圏首都圏等等等等

でででで開催開催開催開催さささされれれれるるるる販売イ販売イ販売イ販売イベベベベンンンントトトト，，，，海海海海外外外外でのでのでのでの展展展展示示示示会への出会への出会への出会への出展展展展にににに係係係係るるるる経経経経費の一費の一費の一費の一部部部部を補助を補助を補助を補助    

海海海海外販外販外販外販路路路路拡大拡大拡大拡大にににに係係係係る出る出る出る出展展展展等等等等経経経経費補助費補助費補助費補助    

首都圏首都圏首都圏首都圏等等等等販販販販路路路路拡大拡大拡大拡大支支支支援援援援補助補助補助補助    

米粉米粉米粉米粉消費消費消費消費拡大拡大拡大拡大をををを目目目目的的的的ととととし，し，し，し，米粉米粉米粉米粉フフフフェェェェアアアアをををを開催開催開催開催し，し，し，し，米粉米粉米粉米粉の活用方法を消費の活用方法を消費の活用方法を消費の活用方法を消費者者者者へへへへ

周知周知周知周知をををを図図図図るるるる    

・水産・水産・水産・水産振興振興振興振興事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                                    281281281281 万円万円万円万円    

・・・・漁漁漁漁場改場改場改場改良良良良事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                                405405405405 万円万円万円万円    

・・・・漁港漁港漁港漁港維持管理事業【維持管理事業【維持管理事業【維持管理事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                    2,0412,0412,0412,041 万円万円万円万円    

※能地※能地※能地※能地漁港漁港漁港漁港のののの現現現現況況況況利利利利用実用実用実用実態態態態をををを踏踏踏踏ままままえ，え，え，え，漁港漁港漁港漁港施設用地等施設用地等施設用地等施設用地等利利利利用計用計用計用計画画画画を見を見を見を見直直直直しししし    

    

3333----2222----2222    農林水産農林水産農林水産農林水産基基基基盤盤盤盤のののの保保保保全と長全と長全と長全と長寿命寿命寿命寿命化化化化    

・・・・中山間中山間中山間中山間地地地地域域域域等等等等直接直接直接直接支支支支払払払払事業【農林水産課】事業【農林水産課】事業【農林水産課】事業【農林水産課】                                        2222 億億億億 1,1,1,1,602602602602 万円万円万円万円    

・・・・多多多多面面面面的的的的機機機機能支能支能支能支払払払払事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                            1111 億億億億 3,8023,8023,8023,802 万円万円万円万円    

・・・・有有有有害害害害鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣対策事業【対策事業【対策事業【対策事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                    4,0854,0854,0854,085 万円万円万円万円    

・農業用施設維持管理事業【・農業用施設維持管理事業【・農業用施設維持管理事業【・農業用施設維持管理事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                            5,7715,7715,7715,771 万円万円万円万円    

※※※※機機機機能能能能保保保保全全全全計計計計画画画画策定策定策定策定    

イイイインンンンフフフフララララ施設施設施設施設長長長長寿命寿命寿命寿命化化化化対策の一環対策の一環対策の一環対策の一環ととととししししてててて，農道，農道，農道，農道トトトトンンンンネルネルネルネル（（（（1111 か所）のか所）のか所）のか所）の機機機機

能能能能診断及び診断及び診断及び診断及び保保保保全全全全計計計計画画画画策定策定策定策定    
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※※※※沼田沼田沼田沼田東東東東町納町納町納町納所水路所水路所水路所水路排排排排水対策水対策水対策水対策事業事業事業事業【【【【    〃〃〃〃    】】】】                                                    222222220000 万円万円万円万円    

七宝頭首七宝頭首七宝頭首七宝頭首工の工の工の工の撤去撤去撤去撤去にににに伴伴伴伴う，う，う，う，代代代代替水源替水源替水源替水源確確確確保保保保ののののためためためためのののの測量測量測量測量設計業設計業設計業設計業務務務務    

・農業用施設改・農業用施設改・農業用施設改・農業用施設改良良良良事業事業事業事業【【【【    〃〃〃〃    】】】】                                                                    1,1501,1501,1501,150 万円万円万円万円    

・農業用施設改・農業用施設改・農業用施設改・農業用施設改良県良県良県良県補助事業【補助事業【補助事業【補助事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                            800800800800 万円万円万円万円    

・・・・農業農業農業農業基基基基盤盤盤盤整備整備整備整備促進促進促進促進事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                    900900900900 万円万円万円万円    

・・・・中部中部中部中部台台台台地事業【地事業【地事業【地事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                                        916916916916 万円万円万円万円    

・・・・県県県県施行事業負担金（か施行事業負担金（か施行事業負担金（か施行事業負担金（かんんんんががががいいいい排排排排水）水）水）水）【【【【    〃〃〃〃    】】】】                                            7,0007,0007,0007,000 万円万円万円万円    

・・・・県県県県施行事業負担金施行事業負担金施行事業負担金施行事業負担金（農業農（農業農（農業農（農業農村村村村整備）【整備）【整備）【整備）【    〃〃〃〃    】】】】                                            868686860000 万円万円万円万円    

深深深深見地見地見地見地区区区区    ほほほほ場整備地場整備地場整備地場整備地調調調調査査査査・・・・測量測量測量測量    

七宝七宝七宝七宝地地地地区区区区，，，，両両両両名名名名地地地地区区区区    農業水農業水農業水農業水利利利利施設個別施設計施設個別施設計施設個別施設計施設個別施設計画画画画策定（策定（策定（策定（排排排排水水水水機機機機場）場）場）場）    

・・・・県県県県施行事業負担金施行事業負担金施行事業負担金施行事業負担金（（（（ためためためため池池池池等整備）【等整備）【等整備）【等整備）【    〃〃〃〃    】】】】                                                        282828280000 万円万円万円万円    

神神神神田大田大田大田大池池池池地地地地区区区区    ためためためため池池池池改改改改修修修修（（（（緊急放流緊急放流緊急放流緊急放流工準備工事）工準備工事）工準備工事）工準備工事）    

・・・・森森森森林林林林経営経営経営経営管理事業【管理事業【管理事業【管理事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                    1,7861,7861,7861,786 万円万円万円万円    

間間間間伐伐伐伐やややや人人人人材育材育材育材育成・担成・担成・担成・担いいいい手の手の手の手の確確確確保保保保，木，木，木，木材材材材利利利利用の用の用の用の促進や促進や促進や促進や普普普普及啓発及啓発及啓発及啓発    等等等等    

・・・・ひひひひろろろろししししままままのののの森森森森づづづづくくくくりりりり事業事業事業事業【【【【    〃〃〃〃    】】】】                                                        1,8891,8891,8891,889 万円万円万円万円    

    

3333----3333----1111    地地地地域域域域資源を活かし資源を活かし資源を活かし資源を活かしたたたた観光観光観光観光６６６６次次次次産業産業産業産業化化化化のののの推進推進推進推進    

・観光・観光・観光・観光体制推進体制推進体制推進体制推進事業【観光課】事業【観光課】事業【観光課】事業【観光課】                                                            1111 億億億億 6,7086,7086,7086,708 万円万円万円万円    

※観光※観光※観光※観光ＤＭＣＤＭＣＤＭＣＤＭＣ支支支支援援援援事業事業事業事業    

第第第第 2222次三原次三原次三原次三原市観光市観光市観光市観光戦略戦略戦略戦略ププププラララランにンにンにンにおけおけおけおけるるるる目目目目標標標標値値値値，観光，観光，観光，観光客数客数客数客数及び及び及び及び観光消費額観光消費額観光消費額観光消費額

の増加をの増加をの増加をの増加をめめめめざざざざし，し，し，し，稼ぐ稼ぐ稼ぐ稼ぐ観光を観光を観光を観光を目目目目的的的的ととととししししたたたた地地地地域域域域商商商商社社社社とととと観光観光観光観光振興振興振興振興のののの両両両両事業によ事業によ事業によ事業によ

る観光る観光る観光る観光 6666次次次次産業産業産業産業化化化化等を等を等を等を目目目目標に標に標に標に掲掲掲掲げげげげ，，，，完完完完全全全全民活民活民活民活型と型と型と型としししして運営て運営て運営て運営さささされれれれるるるるＤＭＣＤＭＣＤＭＣＤＭＣ組組組組

織織織織の自の自の自の自立経営立経営立経営立経営にににに向けた向けた向けた向けた支支支支援援援援    

・観光資源整備事業・観光資源整備事業・観光資源整備事業・観光資源整備事業【【【【    〃〃〃〃    】】】】                                                                    2,5812,5812,5812,581 万円万円万円万円    

ひひひひろろろろししししまトリまトリまトリまトリエエエエンンンンナナナナーーーーレレレレ 2020202020202020inBINGOinBINGOinBINGOinBINGO実行実行実行実行委委委委員会負担金員会負担金員会負担金員会負担金    

※観光※観光※観光※観光案内案内案内案内看看看看板板板板整備事業整備事業整備事業整備事業    

駅前東館跡地整備に駅前東館跡地整備に駅前東館跡地整備に駅前東館跡地整備に伴伴伴伴いいいい，駅，駅，駅，駅周辺周辺周辺周辺の観光の観光の観光の観光及び三原内及び三原内及び三原内及び三原内港エ港エ港エ港エリアリアリアリアのののの中心中心中心中心市街市街市街市街

地活性地活性地活性地活性化化化化，，，，周周周周遊遊遊遊性性性性向向向向上を上を上を上を図図図図るるるるためためためため，，，，歩歩歩歩行行行行者者者者系系系系観光観光観光観光案内案内案内案内看看看看板板板板を設置を設置を設置を設置    

・観光・観光・観光・観光推進推進推進推進事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                                2,7222,7222,7222,722 万円万円万円万円    

※観光※観光※観光※観光 MMMMaaSaaSaaSaaS実実実実証証証証事業事業事業事業    

せとせとせとせとうちうちうちうち広島デ広島デ広島デ広島デスティネスティネスティネスティネーーーーシシシショョョョンンンンキャキャキャキャンンンンペペペペーンーンーンーン開催開催開催開催をををを契機契機契機契機に，に，に，に，ＪＲＪＲＪＲＪＲやややや船船船船

舶舶舶舶事業事業事業事業者者者者等等等等とととと連連連連携携携携し，し，し，し，三原三原三原三原駅駅駅駅及び三原及び三原及び三原及び三原港港港港をををを中心と中心と中心と中心としししした中心た中心た中心た中心市街地の市街地の市街地の市街地の周周周周遊遊遊遊性性性性

をををを高め高め高め高めるるるることことことことをををを目目目目的的的的ととととししししたたたた，，，，デデデデジジジジタタタタルルルルササササイネイネイネイネーーーージジジジの設置，の設置，の設置，の設置，多多多多言語誘言語誘言語誘言語誘導導導導ササササイイイイ

ンの整備ンの整備ンの整備ンの整備    

・観光・観光・観光・観光戦略戦略戦略戦略事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                                6,4066,4066,4066,406 万円万円万円万円    

観光観光観光観光ププププロロロロモモモモーーーーシシシショョョョン事業ン事業ン事業ン事業    

宿泊宿泊宿泊宿泊施設改施設改施設改施設改修修修修費等補助事業費等補助事業費等補助事業費等補助事業    

宿泊宿泊宿泊宿泊施設の改施設の改施設の改施設の改修修修修費用費用費用費用やイやイやイやインンンンバウバウバウバウンンンンドドドド対対対対応応応応強強強強化化化化対策対策対策対策経経経経費に対費に対費に対費に対すすすする補助る補助る補助る補助    

・観光施設管理事業【・観光施設管理事業【・観光施設管理事業【・観光施設管理事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                    4444,593,593,593,593 万円万円万円万円    

※道の駅※道の駅※道の駅※道の駅「「「「よがよがよがよがんんんんすすすす白竜白竜白竜白竜」」」」のののの子育て応援子育て応援子育て応援子育て応援施設（施設（施設（施設（授授授授乳乳乳乳室室室室）の設置等）の設置等）の設置等）の設置等    
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3333----3333----2222    国国国国際際際際化化化化のののの推進推進推進推進    

・・・・国国国国際際際際化推進化推進化推進化推進事業【事業【事業【事業【経営経営経営経営企企企企画画画画課】課】課】課】                                                                        715715715715 万円万円万円万円    

※※※※国国国国際際際際交交交交流流流流員活用事業員活用事業員活用事業員活用事業    

外国外国外国外国青青青青年年年年招致招致招致招致事業を活用し，市の事業を活用し，市の事業を活用し，市の事業を活用し，市の国国国国際際際際化化化化を支を支を支を支援す援す援す援するるるる国国国国際際際際交交交交流流流流員を員を員を員を 1111 名名名名

任用し，任用し，任用し，任用し，国国国国際際際際交交交交流流流流事業事業事業事業や多文化共や多文化共や多文化共や多文化共生事業等の生事業等の生事業等の生事業等の推進推進推進推進をををを図図図図るるるる    

    

3333----4444----1111    快快快快適で適で適で適で安安安安全全全全な道路な道路な道路な道路網網網網のののの形形形形成成成成    

・社会資本整備・社会資本整備・社会資本整備・社会資本整備総総総総合交付金事業（道路合交付金事業（道路合交付金事業（道路合交付金事業（道路維持維持維持維持）【土木整備課）【土木整備課）【土木整備課）【土木整備課・・・・都都都都市市市市開発開発開発開発課課課課】】】】    

【【【【    〃〃〃〃    】】】】                                                                                                    1111 億億億億 5,0005,0005,0005,000 万円万円万円万円    

※道路※道路※道路※道路構構構構造造造造物補物補物補物補修修修修工事（工事（工事（工事（港町港町港町港町 5555号線号線号線号線））））    

道路道路道路道路照明照明照明照明ののののＬＥＤＬＥＤＬＥＤＬＥＤ化化化化工事（工事（工事（工事（60606060基基基基））））    

※街路※街路※街路※街路樹樹樹樹管理計管理計管理計管理計画画画画策定策定策定策定    

・・・・社会資本整備社会資本整備社会資本整備社会資本整備総総総総合交付金事業合交付金事業合交付金事業合交付金事業（市道改（市道改（市道改（市道改良良良良））））【【【【土木整備課土木整備課土木整備課土木整備課】】】】                    3,8403,8403,8403,840 万円万円万円万円    

・道路新設改・道路新設改・道路新設改・道路新設改良良良良事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                        1,9041,9041,9041,904 万円万円万円万円    

災害復旧事業を災害復旧事業を災害復旧事業を災害復旧事業を優先優先優先優先すすすするるるるためためためため新規路新規路新規路新規路線線線線なしなしなしなし    

・・・・県県県県施行事業負担金（道路改施行事業負担金（道路改施行事業負担金（道路改施行事業負担金（道路改良良良良）【）【）【）【    〃〃〃〃    】】】】                                                            789789789789 万円万円万円万円    

・社会資本整備・社会資本整備・社会資本整備・社会資本整備総総総総合交付金事業合交付金事業合交付金事業合交付金事業（街路）【（街路）【（街路）【（街路）【都都都都市市市市開発開発開発開発課】課】課】課】                            5555 億億億億 4,2504,2504,2504,250 万円万円万円万円    

一般会計：一般会計：一般会計：一般会計：1111 億億億億 7,8507,8507,8507,850 万円万円万円万円    

公公公公共共共共用地用地用地用地先先先先行取得事業特別会計：行取得事業特別会計：行取得事業特別会計：行取得事業特別会計：3333 億億億億 6,4006,4006,4006,400 万円万円万円万円    

    

3333----4444----2222    空空空空港港港港・・・・港湾港湾港湾港湾を活かしを活かしを活かしを活かしたまたまたまたまちちちちづづづづくくくくりりりり    

・・・・県県県県施行事業負担金（施行事業負担金（施行事業負担金（施行事業負担金（港湾港湾港湾港湾改改改改良良良良整備）【整備）【整備）【整備）【港湾港湾港湾港湾課】課】課】課】                                        7,5837,5837,5837,583 万円万円万円万円    

※※※※内内内内港老朽港老朽港老朽港老朽化化化化対策事業（東公対策事業（東公対策事業（東公対策事業（東公園園園園南側護岸南側護岸南側護岸南側護岸））））    吸吸吸吸出し対策工事出し対策工事出し対策工事出し対策工事    

※※※※須波港須波港須波港須波港修修修修築事業（築事業（築事業（築事業（老朽老朽老朽老朽化化化化ししししたたたた浮桟橋浮桟橋浮桟橋浮桟橋の更新）の更新）の更新）の更新）    実施設計実施設計実施設計実施設計    

※※※※松浜松浜松浜松浜 2222 工工工工区区区区港湾港湾港湾港湾改改改改良良良良事業事業事業事業    移移移移転転転転補償地の補償地の補償地の補償地の県県県県土地土地土地土地開発開発開発開発公社資金公社資金公社資金公社資金買戻買戻買戻買戻しししし    

※※※※糸崎岸壁糸崎岸壁糸崎岸壁糸崎岸壁改改改改良良良良事業（事業（事業（事業（岸壁岸壁岸壁岸壁修修修修繕繕繕繕））））    実施設計・工事実施設計・工事実施設計・工事実施設計・工事    

・・・・港湾港湾港湾港湾施設維持管理事業【施設維持管理事業【施設維持管理事業【施設維持管理事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                9,0229,0229,0229,022 万円万円万円万円    

※※※※内内内内港港港港再生再生再生再生基基基基本本本本構想構想構想構想検討検討検討検討業業業業務務務務    

※※※※内内内内港西港西港西港西物物物物揚揚揚揚場場場場安安安安全全全全対策等対策等対策等対策等    

    

3333----4444----3333    IIIICCCCTTTT（（（（情情情情報通報通報通報通信技術信技術信技術信技術）を活かし）を活かし）を活かし）を活かしたまたまたまたまちちちちづづづづくくくくりりりり    

・社会・社会・社会・社会保保保保障障障障・税・税・税・税番番番番号号号号制制制制度度度度（（（（マイマイマイマイナナナナンンンンババババーーーー制制制制度度度度））））事業【事業【事業【事業【市民課・市民課・市民課・市民課・情情情情報報報報推進推進推進推進課】課】課】課】    

                                【【【【    〃〃〃〃    】】】】                                                                        7,4507,4507,4507,450 万円万円万円万円    

・・・・ケケケケーーーーブブブブルネットルネットルネットルネットワワワワーーーークククク施設整備事業施設整備事業施設整備事業施設整備事業【【【【情情情情報報報報推進推進推進推進課】課】課】課】                    1111 億億億億 8,0008,0008,0008,000 万円万円万円万円    

※※※※老朽老朽老朽老朽化化化化ししししたたたた本本本本郷郷郷郷ケケケケーーーーブブブブルネットルネットルネットルネットワワワワーーーーククククセンターの新設・移センターの新設・移センターの新設・移センターの新設・移転転転転の設計・施工の設計・施工の設計・施工の設計・施工

業業業業務務務務をををを委託委託委託委託    

    

3333----4444----4444    中心中心中心中心市街地の活性市街地の活性市街地の活性市街地の活性化化化化    

・・・・ググググラララランンンンドデザドデザドデザドデザイイイインンンン推進推進推進推進事業【事業【事業【事業【経営経営経営経営企企企企画画画画課】課】課】課】                                                561561561561 万円万円万円万円    

ままままちなか再生のちなか再生のちなか再生のちなか再生の推進推進推進推進    

ふふふふるるるるささささとととと納納納納税税税税ササササイトイトイトイトを活用しを活用しを活用しを活用したたたたクラウドクラウドクラウドクラウドファファファファンンンンデデデディィィィンンンンググググによるによるによるによる起起起起業・業・業・業・拠拠拠拠

点点点点づづづづくくくくりりりり等への財政支等への財政支等への財政支等への財政支援援援援    

㈱㈱㈱㈱ままままちちちちづづづづくくくくり三原とり三原とり三原とり三原と連連連連携携携携し，し，し，し，空き空き空き空き家，家，家，家，空き空き空き空き店舗店舗店舗店舗等を活用し等を活用し等を活用し等を活用したたたたににににぎぎぎぎわいわいわいわいをををを

生生生生むむむむ活動を支活動を支活動を支活動を支援す援す援す援するるるるためためためため，，，，リリリリノノノノベベベベーーーーシシシショョョョン実ン実ン実ン実践塾践塾践塾践塾をををを開催開催開催開催    
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・駅前東館跡地・駅前東館跡地・駅前東館跡地・駅前東館跡地整備整備整備整備事業事業事業事業【【【【    〃〃〃〃    】】】】                                                        3333 億億億億 3,3973,3973,3973,397 万円万円万円万円    

図書図書図書図書館館館館及び及び及び及び広広広広場の設計・施工業場の設計・施工業場の設計・施工業場の設計・施工業務務務務のののの委託委託委託委託実施実施実施実施及び及び及び及び周辺周辺周辺周辺市道の改市道の改市道の改市道の改良良良良    

債債債債務務務務負担行負担行負担行負担行為為為為（（（（H29H29H29H29～～～～RRRR2222））））    

新新新新図書図書図書図書館の館の館の館の開開開開館予定（館予定（館予定（館予定（RRRR2222 年年年年 7777 月月月月 23232323 日）日）日）日）    

・・・・中心中心中心中心市街地活性市街地活性市街地活性市街地活性化化化化支支支支援援援援事業事業事業事業【【【【商商商商工工工工振興振興振興振興課】課】課】課】                                            3333,,,,241241241241 万円万円万円万円    

中心中心中心中心市街地市街地市街地市街地区域内区域内区域内区域内のののの空き空き空き空き店舗店舗店舗店舗及び空き及び空き及び空き及び空き事事事事務務務務所を賃所を賃所を賃所を賃借借借借し，新規出し，新規出し，新規出し，新規出店店店店すすすするるるる際際際際の費の費の費の費

用の一用の一用の一用の一部部部部を補助を補助を補助を補助H30H30H30H30 年度から年度から年度から年度から昼昼昼昼間営間営間営間営業を業を業を業を継継継継続す続す続す続するるるる飲飲飲飲食食食食店店店店にににについてついてついてついては，家賃の補は，家賃の補は，家賃の補は，家賃の補

助助助助期間期間期間期間をををを最長最長最長最長 3333 年年年年間間間間にににに延延延延長長長長    

※※※※次期中心次期中心次期中心次期中心市街地活性市街地活性市街地活性市街地活性化基化基化基化基本計本計本計本計画画画画の策定の策定の策定の策定    

※駅前※駅前※駅前※駅前広広広広場等管理場等管理場等管理場等管理運営運営運営運営事業事業事業事業    

※※※※地地地地域域域域金金金金融融融融機機機機関等の出資によ関等の出資によ関等の出資によ関等の出資によりりりり，，，，ままままちちちちづづづづくくくくりファりファりファりファンンンンドドドドを組成し，を組成し，を組成し，を組成し，中心中心中心中心市街地市街地市街地市街地

のののの空き空き空き空き家等を活用し家等を活用し家等を活用し家等を活用したリたリたリたリノノノノベベベベーーーーシシシショョョョン事業，ン事業，ン事業，ン事業，イイイイベベベベンンンント開催ト開催ト開催ト開催等を実施等を実施等を実施等を実施すすすする事業る事業る事業る事業

費の一費の一費の一費の一部部部部を補助を補助を補助を補助    

・・・・魅魅魅魅力力力力ああああるるるるままままちなちなちなちなみづみづみづみづくくくくりりりり事業【事業【事業【事業【都都都都市市市市開発開発開発開発課】課】課】課】                                            160160160160 万円万円万円万円    

※※※※「「「「本本本本町西町西町西町西国国国国街道地街道地街道地街道地区」区」区」区」ののののままままちなちなちなちなみづみづみづみづくくくくり基り基り基り基本方本方本方本方針針針針にににに基づき基づき基づき基づき，街，街，街，街並並並並みみみみガガガガイイイイ

ドラドラドラドライイイインをンをンをンを作作作作成成成成    

    

④④④④    健健健健ややややかにかにかにかに暮暮暮暮ららららせせせせる人にる人にる人にる人に優優優優ししししいまいまいまいまちちちち    

4444----1111----1111    多様多様多様多様なななな教育教育教育教育・・・・保保保保育育育育ササササーーーービスビスビスビスのののの充充充充実実実実    

・・・・保保保保育育育育所施設所施設所施設所施設運営運営運営運営事業【事業【事業【事業【児童児童児童児童保保保保育育育育課】課】課】課】                                                3333 億億億億 6,6396,6396,6396,639 万円万円万円万円    

・・・・私立私立私立私立保保保保育育育育所所所所運営運営運営運営助成事業【助成事業【助成事業【助成事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                        3333 億億億億 6,6,6,6,732732732732 万円万円万円万円    

・地・地・地・地域型域型域型域型保保保保育育育育事業事業事業事業【【【【    〃〃〃〃    】】】】                                                                        1111 億億億億 4,1074,1074,1074,107 万円万円万円万円    

・・・・認認認認定定定定こども園こども園こども園こども園施設施設施設施設運営運営運営運営事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                            1111 億億億億 4,3134,3134,3134,313 万円万円万円万円    

・・・・私立認私立認私立認私立認定定定定こども園運営こども園運営こども園運営こども園運営助成事業【助成事業【助成事業【助成事業【    〃〃〃〃    】】】】                                    14141414 億億億億 0000,,,,555555555555 万円万円万円万円    

    

4444----1111----2222    子ども子ども子ども子ども・・・・子育て子育て子育て子育て支支支支援援援援のののの充充充充実実実実        

・・・・発発発発達達達達支支支支援援援援事業【事業【事業【事業【保健保健保健保健福祉福祉福祉福祉課・社会課・社会課・社会課・社会福祉福祉福祉福祉課課課課・・・・児童児童児童児童保保保保育育育育課課課課・・・・子育て子育て子育て子育て支支支支援援援援課】課】課】課】    

        3333億億億億6,9146,9146,9146,914万円万円万円万円    

・・・・地地地地域域域域少少少少子化子化子化子化対策対策対策対策強強強強化化化化事業事業事業事業【【【【子育て子育て子育て子育て支支支支援援援援課】課】課】課】                                                    36363636 万円万円万円万円    

若者若者若者若者出会出会出会出会いいいい交交交交流流流流応援応援応援応援委託委託委託委託事業（事業（事業（事業（縁結縁結縁結縁結びびびびサポサポサポサポーターーターーターーター養養養養成事業）成事業）成事業）成事業）    

・・・・乳乳乳乳幼児幼児幼児幼児等等等等医療医療医療医療費助成事業費助成事業費助成事業費助成事業【【【【    〃〃〃〃    】】】】                                                2222 億億億億 4,0124,0124,0124,012 万円万円万円万円    

・・・・子ども子ども子ども子ども居居居居場所場所場所場所づづづづくくくくりりりり事業事業事業事業【【【【    〃〃〃〃    】】】】                                                2222 億億億億 7,4877,4877,4877,487 万円万円万円万円    

※※※※小坂小坂小坂小坂第第第第 2222放放放放課課課課後児童後児童後児童後児童クラクラクラクラブブブブ（（（（直直直直営営営営），），），），KKKKiiiidsdsdsds    GaGaGaGarderderderdennnn    PEEKPEEKPEEKPEEK----AAAA----BOOBOOBOOBOO（民設民（民設民（民設民（民設民営営営営））））

がががが RRRR2222 年年年年 4444 月から月から月から月から開開開開設設設設    

・・・・児童児童児童児童虐待虐待虐待虐待防防防防止事業【止事業【止事業【止事業【保健保健保健保健福祉福祉福祉福祉課】課】課】課】                                                            1,0021,0021,0021,002 万円万円万円万円    

※※※※子ども子ども子ども子ども家家家家庭庭庭庭総総総総合支合支合支合支援援援援拠点拠点拠点拠点を設置し，を設置し，を設置し，を設置し，子ども子ども子ども子ども家家家家庭庭庭庭支支支支援援援援員，員，員，員，虐待虐待虐待虐待対対対対応応応応専専専専門門門門員を員を員を員を

配配配配置し，家置し，家置し，家置し，家庭庭庭庭支支支支援と子ども援と子ども援と子ども援と子どもをををを守守守守るるるるためためためためのののの積積積積極極極極的な的な的な的な相相相相談談談談支支支支援体制援体制援体制援体制をををを強強強強化化化化    

・・・・子育て世子育て世子育て世子育て世代代代代包括包括包括包括支支支支援援援援センター事業【センター事業【センター事業【センター事業【    〃〃〃〃    】】】】                                            476476476476 万円万円万円万円    

・・・・子育て子育て子育て子育てサポサポサポサポーーーートステトステトステトステーーーーシシシショョョョンンンン運営運営運営運営事業【事業【事業【事業【児童児童児童児童保保保保育育育育課】課】課】課】                        1,1,1,1,531531531531 万円万円万円万円    

・・・・児童児童児童児童手当手当手当手当給給給給付事業付事業付事業付事業【【【【子育て子育て子育て子育て支支支支援援援援課】課】課】課】                                                11113333 億億億億 4,1424,1424,1424,142 万円万円万円万円    

・・・・ひひひひとり親とり親とり親とり親家家家家庭庭庭庭学び学び学び学び直直直直し支し支し支し支援援援援事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                    28282828 万円万円万円万円    

高高高高等等等等学校学校学校学校卒卒卒卒業業業業程程程程度度度度認認認認定定定定試験試験試験試験ののののためためためためのののの講座講座講座講座のののの受受受受講講講講費用を費用を費用を費用を講座講座講座講座修修修修了時了時了時了時及び試験及び試験及び試験及び試験

合合合合格格格格時に補助時に補助時に補助時に補助    
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・・・・子育て子育て子育て子育て支支支支援援援援仲仲仲仲間づ間づ間づ間づくくくくり育り育り育り育成事業【成事業【成事業【成事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                    83838383 万円万円万円万円    

子ども食子ども食子ども食子ども食堂堂堂堂のののの開開開開設に設に設に設に必必必必要な備要な備要な備要な備品品品品類類類類の購入支の購入支の購入支の購入支援援援援    

子育て子育て子育て子育て支支支支援援援援サロサロサロサロンンンン運営運営運営運営の補助の補助の補助の補助    

・・・・児童児童児童児童館館館館運営運営運営運営事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                                            2,8522,8522,8522,852 万円万円万円万円    

RRRR2222 年年年年 8888 月に月に月に月にペペペペアアアアシシシシティ三原ティ三原ティ三原ティ三原西西西西館館館館 2222階階階階へ移へ移へ移へ移転オ転オ転オ転オーーーーププププンンンン    

運営運営運営運営時時時時間間間間    10101010 時時時時～～～～19191919 時時時時            

現児童現児童現児童現児童館は館は館は館は10101010 時時時時～～～～18181818 時（時（時（時（10101010 月月月月～～～～3333 月は月は月は月は 17171717 時時時時 30303030 分）分）分）分）    

施設施設施設施設機機機機能能能能    遊遊遊遊戯戯戯戯室室室室，，，，学習室学習室学習室学習室，，，，ススススポポポポーーーーツ室ツ室ツ室ツ室，，，，乳乳乳乳幼児幼児幼児幼児専専専専用用用用ルルルルーーーームムムム（（（（乳乳乳乳幼児幼児幼児幼児用用用用トイトイトイトイ

レレレレ，，，，授授授授乳乳乳乳室室室室），），），），無料無料無料無料 WWWWiiii----FFFFiiii    等等等等    

・・・・母母母母子子子子保健保健保健保健事業【事業【事業【事業【保健保健保健保健福祉福祉福祉福祉課課課課】】】】                                                                    7,9347,9347,9347,934 万円万円万円万円    

※※※※3333 歳歳歳歳児児児児健健健健康康康康診診診診査査査査ににににおけおけおけおけるるるる斜斜斜斜視や視や視や視や弱弱弱弱視視視視等の等の等の等のススススククククリリリリーーーーニニニニンンンング検グ検グ検グ検査査査査用用用用機機機機器器器器購入購入購入購入    

・・・・不不不不妊妊妊妊検検検検査査査査費等補助事業費等補助事業費等補助事業費等補助事業【【【【    〃〃〃〃    】】】】                                                                928928928928 万円万円万円万円    

不不不不妊妊妊妊検検検検査査査査費・一般不費・一般不費・一般不費・一般不妊治療妊治療妊治療妊治療費・特定不費・特定不費・特定不費・特定不妊治療妊治療妊治療妊治療費・費・費・費・男男男男性不性不性不性不妊治療妊治療妊治療妊治療費の補助費の補助費の補助費の補助    

※不※不※不※不育育育育症症症症検検検検査査査査費・費・費・費・治療治療治療治療費の補助費の補助費の補助費の補助    

対対対対象者象者象者象者        市市市市内内内内にににに住住住住所を所を所を所を有有有有し，不し，不し，不し，不育育育育症症症症と診断と診断と診断と診断さささされた者れた者れた者れた者でででで治療治療治療治療初日に初日に初日に初日に妻妻妻妻のののの

年年年年齢齢齢齢がががが 43434343 歳歳歳歳未満未満未満未満のののの夫婦夫婦夫婦夫婦    

補助額補助額補助額補助額        不不不不育育育育症症症症検検検検査査査査・・・・治療治療治療治療にににに係係係係る自る自る自る自己己己己負担額（上負担額（上負担額（上負担額（上限限限限額額額額    30303030 万万万万円）円）円）円）    

補助補助補助補助回回回回数数数数    1111夫婦夫婦夫婦夫婦 1111 年度に年度に年度に年度に 1111回回回回    

    

4444----2222----1111    健健健健康康康康づづづづくくくくりりりりのののの推進推進推進推進    

・・・・健健健健康康康康づづづづくくくくり推進り推進り推進り推進事業【事業【事業【事業【保健保健保健保健福祉福祉福祉福祉課】課】課】課】                                                            603603603603 万円万円万円万円    

・生活・生活・生活・生活習習習習慣病慣病慣病慣病予予予予防防防防対策事業【対策事業【対策事業【対策事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                1111 億億億億 1,4191,4191,4191,419 万円万円万円万円    

薬局薬局薬局薬局でのでのでのでの糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病検検検検査査査査事業事業事業事業    

対対対対象者象者象者象者    40404040～～～～74747474 歳の特定歳の特定歳の特定歳の特定健健健健康康康康診診診診査査査査及び及び及び及び※※※※後期高後期高後期高後期高齢齢齢齢者基者基者基者基本本本本健健健健康康康康診診診診査査査査未受未受未受未受

診者診者診者診者    

・・・・メメメメンタンタンタンタルルルルヘヘヘヘルスルスルスルスサポサポサポサポーーーートトトト事業事業事業事業【【【【    〃〃〃〃    】】】】                                                    569569569569 万円万円万円万円    

・予・予・予・予防防防防接接接接種種種種事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                    2222 億億億億 1,4771,4771,4771,477 万円万円万円万円    

※※※※ロロロロタタタタウウウウイルスイルスイルスイルス    RRRR2222 年年年年 10101010 月月月月 1111 日から定日から定日から定日から定期期期期接接接接種種種種化化化化    

対対対対象者象者象者象者はははは RRRR2222 年年年年 8888 月月月月 1111 日以降に生日以降に生日以降に生日以降に生まれたまれたまれたまれた乳乳乳乳児児児児    

※※※※風風風風ししししんんんん抗抗抗抗体検体検体検体検査査査査・予・予・予・予防防防防接接接接種種種種    

対対対対象者象者象者象者はははは SSSS37373737 年年年年 4444 月月月月 2222 日から日から日から日から SSSS54545454 年年年年 4444 月月月月 1111 日生日生日生日生まれまれまれまれのののの男男男男性のうち，性のうち，性のうち，性のうち，抗抗抗抗体体体体

検検検検査査査査を行を行を行を行っていっていっていっていなななない者及びい者及びい者及びい者及び抗抗抗抗体検体検体検体検査査査査のののの結果結果結果結果，，，，抗抗抗抗体体体体価が価が価が価が低低低低い者い者い者い者    

・予・予・予・予防防防防接接接接種種種種費補助事業【費補助事業【費補助事業【費補助事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                    222266666666 万円万円万円万円    

※※※※風風風風ししししんんんん予予予予防防防防接接接接種種種種費補助費補助費補助費補助    

安安安安心心心心ししししてててて妊娠妊娠妊娠妊娠がでがでがでができきききるように，るように，るように，るように，風風風風ししししんんんんのののの抗抗抗抗体体体体がながながながないいいい妊娠妊娠妊娠妊娠をををを希望す希望す希望す希望するるるる女女女女性性性性

とそとそとそとその同の同の同の同居居居居家家家家族族族族に対しに対しに対しに対し，，，，風風風風ししししんんんん予予予予防防防防接接接接種種種種費を費を費を費を全全全全額補助額補助額補助額補助    

・・・・国国国国民民民民健健健健康康康康保保保保険険険険（（（（事業事業事業事業勘勘勘勘定）特別会計定）特別会計定）特別会計定）特別会計【【【【保保保保険医療険医療険医療険医療課】課】課】課】    

特定特定特定特定健健健健康康康康診診診診査査査査事業事業事業事業【【【【    〃〃〃〃    】】】】                                                                6,4286,4286,4286,428 万円万円万円万円    

    

4444----2222----2222    医療医療医療医療体制体制体制体制のののの構構構構築築築築    

・・・・周周周周産産産産期期期期医療医療医療医療体制体制体制体制継継継継続続続続費補助費補助費補助費補助【【【【保健保健保健保健福祉福祉福祉福祉課】課】課】課】                                            1,2211,2211,2211,221 万円万円万円万円    

※※※※地地地地域域域域周周周周産産産産期期期期母母母母子子子子医療医療医療医療センター（センター（センター（センター（ＪＪＪＪＡ尾Ａ尾Ａ尾Ａ尾道道道道総総総総合合合合病院病院病院病院）の）の）の）の受受受受入入入入体制体制体制体制の維持をの維持をの維持をの維持を図図図図

るるるるためためためため，，，，運営運営運営運営費の一費の一費の一費の一部部部部を補助を補助を補助を補助    

・・・・小児小児小児小児救救救救急急急急医療医療医療医療運営運営運営運営費補助費補助費補助費補助【【【【    〃〃〃〃    】】】】                                                        2,2,2,2,513513513513 万円万円万円万円    
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・・・・三原三原三原三原看護専看護専看護専看護専門門門門学校学校学校学校改改改改修修修修事業事業事業事業【【【【    〃〃〃〃    】】】】                                                        961961961961 万円万円万円万円    

・・・・世世世世羅羅羅羅中中中中央央央央病院病院病院病院企業企業企業企業団団団団負担金負担金負担金負担金【【【【    〃〃〃〃    】】】】                                                    6,6266,6266,6266,626 万円万円万円万円    

※※※※医療医療医療医療機機機機器器器器等の整備（等の整備（等の整備（等の整備（電電電電子子子子カカカカルテルテルテルテシシシシステムステムステムステム，，，，看護看護看護看護支支支支援援援援シシシシステムステムステムステム，，，，医療医療医療医療事事事事務シ務シ務シ務シ

ステムステムステムステム，，，，ササササーーーーババババー等の更新）ー等の更新）ー等の更新）ー等の更新）    

    

4444----3333----1111    長長長長寿寿寿寿社会対策の社会対策の社会対策の社会対策の推進推進推進推進    

※※※※高高高高齢齢齢齢者者者者福祉福祉福祉福祉計計計計画画画画等策定事業【等策定事業【等策定事業【等策定事業【高高高高齢齢齢齢者者者者福祉福祉福祉福祉課】課】課】課】                                            448448448448 万円万円万円万円    

第第第第 8888期高期高期高期高齢齢齢齢者者者者福祉福祉福祉福祉計計計計画画画画・・・・介護保介護保介護保介護保険険険険事業計事業計事業計事業計画画画画（（（（計計計計画期間画期間画期間画期間    RRRR3333～～～～RRRR5555 年度）年度）年度）年度）を策定を策定を策定を策定    

・・・・避難避難避難避難支支支支援援援援事業事業事業事業【【【【    〃〃〃〃    】】】】                                                                                206206206206 万円万円万円万円    

・・・・デデデデイイイイササササーーーービスビスビスビスセンターセンターセンターセンターさぎさぎさぎさぎうらうらうらうら指指指指定管理定管理定管理定管理委託委託委託委託事業事業事業事業【【【【    〃〃〃〃    】】】】                    917917917917 万円万円万円万円    

・・・・デデデデイイイイササササーーーービスビスビスビスセンターセンターセンターセンターわたせ指わたせ指わたせ指わたせ指定管理定管理定管理定管理委託委託委託委託事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                        550550550550 万円万円万円万円    

・・・・離離離離島介護サ島介護サ島介護サ島介護サーーーービスビスビスビス費等補助費等補助費等補助費等補助事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                    222233336666 万円万円万円万円    

・・・・敬老敬老敬老敬老事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                            1111 億億億億 3,3,3,3,026026026026 万円万円万円万円    

・・・・介護介護介護介護職員職員職員職員研研研研修修修修支支支支援援援援事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                111100000000 万円万円万円万円    

・・・・介護保介護保介護保介護保険険険険事業特別会計【事業特別会計【事業特別会計【事業特別会計【    〃〃〃〃    】】】】                                                101010107777 億億億億 8,2778,2778,2778,277 万円万円万円万円    

※※※※認認認認知知知知症症症症ススススククククリリリリーーーーニニニニンンンングアプリ導グアプリ導グアプリ導グアプリ導入入入入    

認認認認知知知知症症症症ススススククククリリリリーーーーニニニニンンンングアプリグアプリグアプリグアプリをををを導導導導入し，入し，入し，入し，ホホホホーーーームムムムペペペペーーーージジジジで手で手で手で手軽軽軽軽にににに認認認認知知知知症症症症のののの

自自自自己己己己チェチェチェチェッッッッククククがでがでがでができきききるるるることことことことによによによによりりりり，，，，早早早早期発期発期発期発見・見・見・見・早早早早期期期期支支支支援援援援へへへへつつつつななななげげげげるるるる    

※※※※ＧＧＧＧＰＰＰＰＳＳＳＳ機機機機器器器器購入費補助購入費補助購入費補助購入費補助    

認認認認知知知知症症症症高高高高齢齢齢齢者者者者等の所在不等の所在不等の所在不等の所在不明明明明に対に対に対に対応す応す応す応する家る家る家る家族族族族の負担の負担の負担の負担軽軽軽軽減の減の減の減のためためためため，，，，ＧＧＧＧＰＰＰＰＳＳＳＳ機機機機

器器器器購入への助成購入への助成購入への助成購入への助成    

    

4444----3333----2222    障障障障害害害害者者者者福祉福祉福祉福祉のののの充充充充実実実実    

※※※※障障障障害害害害福祉福祉福祉福祉計計計計画画画画等策定事業【社会等策定事業【社会等策定事業【社会等策定事業【社会福祉福祉福祉福祉課】課】課】課】                                                    332332332332 万円万円万円万円    

第第第第 6666期期期期障障障障害害害害者プ者プ者プ者プララララン（計ン（計ン（計ン（計画期間画期間画期間画期間    RRRR3333～～～～RRRR5555 年度）を策定年度）を策定年度）を策定年度）を策定    

・・・・障障障障害害害害者者者者自自自自立立立立支支支支援援援援事業事業事業事業【【【【    〃〃〃〃    】】】】                                                        22223333 億億億億 3,8813,8813,8813,881 万円万円万円万円    

・地・地・地・地域域域域生活支生活支生活支生活支援援援援事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                            1111 億億億億 5,5,5,5,959959959959 万円万円万円万円    

・・・・障障障障害害害害者援者援者援者援護護護護事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                4444 億億億億 3,5823,5823,5823,582 万円万円万円万円    

    

4444----3333----3333    社会社会社会社会保保保保障障障障制制制制度の適正な度の適正な度の適正な度の適正な運営運営運営運営    

・生活・生活・生活・生活困窮困窮困窮困窮者者者者自自自自立立立立支支支支援援援援事業【社会事業【社会事業【社会事業【社会福祉福祉福祉福祉課】課】課】課】                                                1,1,1,1,426426426426 万円万円万円万円    

生活生活生活生活困窮困窮困窮困窮世帯世帯世帯世帯のののの子ども子ども子ども子どもに対に対に対に対すすすするるるる学習学習学習学習支支支支援援援援    

県県県県立立立立広島広島広島広島大学三原大学三原大学三原大学三原キャキャキャキャンンンンパパパパススススのののの学学学学生に，生に，生に，生に，教教教教職職職職経験者経験者経験者経験者等を新等を新等を新等を新たたたたに加え，に加え，に加え，に加え，学学学学

習習習習支支支支援援援援を実施を実施を実施を実施    

またまたまたまた，本，本，本，本郷郷郷郷地地地地域域域域ににににおいてもおいてもおいてもおいても，，，，委託委託委託委託業業業業者者者者によによによにより学習り学習り学習り学習支支支支援援援援を実施を実施を実施を実施    

・生活・生活・生活・生活保護保護保護保護費費費費給給給給付事業【付事業【付事業【付事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                        17171717 億億億億 0,0,0,0,236236236236 万円万円万円万円    

※※※※被被被被保護保護保護保護者者者者健健健健康康康康管理支管理支管理支管理支援援援援事業事業事業事業【【【【    〃〃〃〃    】】】】                                                            25252525 万円万円万円万円    

生活生活生活生活習習習習慣病慣病慣病慣病予予予予防防防防等の等の等の等の推進と推進と推進と推進と医療扶医療扶医療扶医療扶助費の適正助費の適正助費の適正助費の適正化化化化をををを図図図図るるるるためためためため，，，，シシシシステムステムステムステム改改改改修及修及修及修及

びびびび保健保健保健保健指導指導指導指導を実施を実施を実施を実施    

・・・・国国国国民民民民健健健健康康康康保保保保険険険険（（（（事業事業事業事業勘勘勘勘定）定）定）定）特別会計【特別会計【特別会計【特別会計【保保保保険医療険医療険医療険医療課】課】課】課】                    97979797 億億億億 6,0156,0156,0156,015 万円万円万円万円    

・・・・後期高後期高後期高後期高齢齢齢齢者者者者医療医療医療医療特別会計【特別会計【特別会計【特別会計【    〃〃〃〃    】】】】                                                15151515 億億億億 4444,,,,982982982982 万円万円万円万円    

・・・・後期高後期高後期高後期高齢齢齢齢者者者者医療医療医療医療費費費費【【【【    〃〃〃〃    】】】】                                                            11119999 億億億億 2,2,2,2,512512512512 万円万円万円万円    
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⑤⑤⑤⑤    安安安安心心心心ししししてててて快快快快適・適・適・適・安安安安全全全全にににに住み続け住み続け住み続け住み続けらららられれれれるるるるままままちちちち    

5555----1111----1111    災害対災害対災害対災害対応力応力応力応力のののの強強強強化化化化    

※※※※コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティＦＭＦＭＦＭＦＭ送送送送信装信装信装信装置整備事業置整備事業置整備事業置整備事業【【【【危危危危機機機機管理課】管理課】管理課】管理課】                                780780780780 万円万円万円万円    

災害時に災害時に災害時に災害時に有線放有線放有線放有線放送送送送網網網網がががが断断断断線線線線ししししたたたた場合に臨時災害場合に臨時災害場合に臨時災害場合に臨時災害放放放放送局送局送局送局をををを開開開開局局局局すすすするるるるためためためためののののＦＦＦＦ

ＭＭＭＭ送送送送信装信装信装信装置を整備置を整備置を整備置を整備    

・・・・緊急緊急緊急緊急時時時時体制体制体制体制整備事業【整備事業【整備事業【整備事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                    786786786786 万円万円万円万円    

※※※※災害時地災害時地災害時地災害時地図情図情図情図情報報報報シシシシステムステムステムステムのののの導導導導入入入入    

災害対策本災害対策本災害対策本災害対策本部と各部部と各部部と各部部と各部署署署署ととととで得で得で得で得た情た情た情た情報を報を報を報を共共共共通入通入通入通入力力力力可可可可能な地能な地能な地能な地図情図情図情図情報報報報シシシシステステステステ

ムムムムをををを導導導導入し，災害入し，災害入し，災害入し，災害情情情情報の報の報の報の可可可可視化視化視化視化・・・・共共共共有有有有化化化化をををを図図図図るるるる    

・災害時一・災害時一・災害時一・災害時一斉斉斉斉情情情情報報報報伝達伝達伝達伝達手手手手段段段段整備事業【整備事業【整備事業【整備事業【情情情情報報報報推進推進推進推進課】課】課】課】                                    239239239239 万円万円万円万円    

未配未配未配未配布布布布世帯世帯世帯世帯等へ等へ等へ等へＦＭＦＭＦＭＦＭ告告告告知知知知端端端端末末末末をををを配配配配布布布布    

・・・・災害対策事業災害対策事業災害対策事業災害対策事業【【【【危危危危機機機機管理課】管理課】管理課】管理課】                                                                    1,4861,4861,4861,486 万円万円万円万円    

※※※※総総総総合合合合防防防防災災災災ハハハハザザザザーーーードドドドマップマップマップマップ作作作作成成成成    

土土土土砂砂砂砂災害災害災害災害ハハハハザザザザーーーードドドドマップマップマップマップのののの情情情情報を報を報を報を盛盛盛盛りりりり込込込込んんんんだだだだ総総総総合合合合防防防防災災災災ハハハハザザザザーーーードドドドマップマップマップマップ

（（（（WebWebWebWeb 版版版版）を）を）を）を作作作作成成成成    

・・・・自主自主自主自主防防防防災活動災活動災活動災活動推進推進推進推進事業事業事業事業【【【【    〃〃〃〃    】】】】                                                                399399399399 万円万円万円万円    

※自主※自主※自主※自主避難避難避難避難所所所所開開開開設設設設運営運営運営運営謝謝謝謝金金金金    

自主自主自主自主避難避難避難避難所を所を所を所を開開開開設・設・設・設・運営運営運営運営ししししたたたた自主自主自主自主防防防防災組災組災組災組織織織織に対し，に対し，に対し，に対し，1111 日日日日当当当当たりたりたりたり 5,0005,0005,0005,000 円円円円

を支を支を支を支給給給給    

・・・・防防防防災災災災情情情情報報報報ＦＭ放ＦＭ放ＦＭ放ＦＭ放送送送送事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                400400400400 万円万円万円万円    

    

5555----1111----2222    災害に災害に災害に災害に強強強強いまいまいまいまちのちのちのちの構構構構築築築築        

・・・・建築物災害対策事業建築物災害対策事業建築物災害対策事業建築物災害対策事業【建築【建築【建築【建築指導指導指導指導課】課】課】課】                                                            250250250250 万円万円万円万円    

※※※※ブブブブロロロロッッッックククク塀塀塀塀等等等等安安安安全全全全対策事業費補助対策事業費補助対策事業費補助対策事業費補助    

避難避難避難避難路に路に路に路に面面面面すすすするるるるブブブブロロロロッッッックククク塀塀塀塀等の除却等の除却等の除却等の除却又又又又は建替え費用の一は建替え費用の一は建替え費用の一は建替え費用の一部部部部を補助を補助を補助を補助    

補助額：工事費の補助額：工事費の補助額：工事費の補助額：工事費の2222////3333（上（上（上（上限限限限：除却：除却：除却：除却15151515 万万万万円，除却・建替え円，除却・建替え円，除却・建替え円，除却・建替え30303030 万万万万円）円）円）円）    

・・・・急急急急傾斜傾斜傾斜傾斜地地地地崩崩崩崩壊壊壊壊対策事業【土木整備対策事業【土木整備対策事業【土木整備対策事業【土木整備課】課】課】課】                                                    9,1099,1099,1099,109 万円万円万円万円    

県県県県補助事業補助事業補助事業補助事業    3333 か所，か所，か所，か所，県県県県施行事業施行事業施行事業施行事業    5555 か所か所か所か所    

・社会資本整備・社会資本整備・社会資本整備・社会資本整備総総総総合交付金事業（合交付金事業（合交付金事業（合交付金事業（橋橋橋橋梁梁梁梁維持）【維持）【維持）【維持）【    〃〃〃〃    】】】】                            7,8007,8007,8007,800 万円万円万円万円    

・・・・河河河河川川川川維持管理事業【維持管理事業【維持管理事業【維持管理事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                    8,2888,2888,2888,288 万円万円万円万円    

※災害時等に※災害時等に※災害時等に※災害時等に使使使使用用用用すすすするるるる応応応応急急急急用用用用ポポポポンンンンププププの購入（の購入（の購入（の購入（3333基基基基））））    

・・・・河河河河川川川川改改改改良良良良事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                    1111 億億億億 3,3003,3003,3003,300 万円万円万円万円    

・・・・小小小小規模規模規模規模崩崩崩崩壊壊壊壊地復旧事業【農林水産地復旧事業【農林水産地復旧事業【農林水産地復旧事業【農林水産課】課】課】課】                                                    2,5002,5002,5002,500 万円万円万円万円    

県県県県補助事業補助事業補助事業補助事業    4444 か所か所か所か所    

・・・・災害復旧事業災害復旧事業災害復旧事業災害復旧事業（農林施設）（農林施設）（農林施設）（農林施設）【【【【災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧推進室推進室推進室推進室】】】】                                30303030 億億億億 3,3,3,3,200200200200 万円万円万円万円    

平成平成平成平成 30303030 年年年年 7777 月月月月豪雨豪雨豪雨豪雨でででで被被被被災し災し災し災したたたた農林施設を復旧農林施設を復旧農林施設を復旧農林施設を復旧    

農地農地農地農地    207207207207 か所，農業用施設か所，農業用施設か所，農業用施設か所，農業用施設    120120120120 か所，林道施設か所，林道施設か所，林道施設か所，林道施設    1111 か所か所か所か所    

・災害復旧事業（土木施設）【・災害復旧事業（土木施設）【・災害復旧事業（土木施設）【・災害復旧事業（土木施設）【    〃〃〃〃    】】】】                                                33333333 億億億億 0,0,0,0,620620620620 万円万円万円万円    

平成平成平成平成 30303030 年年年年 7777 月月月月豪雨豪雨豪雨豪雨でででで被被被被災し災し災し災したたたた土木施設を復旧土木施設を復旧土木施設を復旧土木施設を復旧    

道路道路道路道路    72727272 か所，か所，か所，か所，河河河河川川川川    43434343 か所，か所，か所，か所，橋橋橋橋梁梁梁梁    9999 か所か所か所か所    

令和元年度に令和元年度に令和元年度に令和元年度に被被被被災し災し災し災したたたた土木施設を復旧土木施設を復旧土木施設を復旧土木施設を復旧    

道路道路道路道路    1111 か所か所か所か所        

・下水道事業（企業会計）【下水道整備課】・下水道事業（企業会計）【下水道整備課】・下水道事業（企業会計）【下水道整備課】・下水道事業（企業会計）【下水道整備課】                                    19191919 億億億億 9,0959,0959,0959,095 万円万円万円万円    
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5555----2222----1111    消消消消防防防防・・・・救救救救急急急急体制体制体制体制の整備の整備の整備の整備    

・消・消・消・消防防防防通通通通信信信信共共共共同同同同運運運運用事業【消用事業【消用事業【消用事業【消防防防防本本本本部総部総部総部総務務務務課】課】課】課】                                            4444,,,,549549549549 万円万円万円万円    

※※※※消消消消防防防防通通通通信信信信指指指指令令令令シシシシステムステムステムステム整備負担金【整備負担金【整備負担金【整備負担金【    〃〃〃〃    】】】】                                1111 億億億億 1,4311,4311,4311,431 万円万円万円万円    

・常備消・常備消・常備消・常備消防防防防施設等整備事業【施設等整備事業【施設等整備事業【施設等整備事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                        5,9205,9205,9205,920 万円万円万円万円    

防防防防火火火火貯貯貯貯水水水水槽槽槽槽設置設置設置設置    2222基基基基    

※消※消※消※消防防防防ポポポポンンンンププププ自動車更新自動車更新自動車更新自動車更新    1111台台台台（（（（大大大大和出和出和出和出張張張張所）所）所）所）    

※※※※大大大大和出和出和出和出張張張張所庁舎整備工事設計所庁舎整備工事設計所庁舎整備工事設計所庁舎整備工事設計    

・・・・非常備消非常備消非常備消非常備消防防防防施設等整備事業施設等整備事業施設等整備事業施設等整備事業【【【【    〃〃〃〃    】】】】                                                        1,4311,4311,4311,431 万円万円万円万円    

消消消消防団防団防団防団    小型小型小型小型動動動動力力力力ポポポポンンンンププププ    4444台台台台    

小型小型小型小型動動動動力力力力ポポポポンンンンププププ積積積積載車載車載車載車    1111台台台台    

※※※※格格格格納納納納庫庫庫庫建設工事費建設工事費建設工事費建設工事費    長長長長谷谷谷谷分分分分団沼田団沼田団沼田団沼田格格格格納納納納庫庫庫庫    

    

5555----2222----2222    防防防防犯犯犯犯活動・交通活動・交通活動・交通活動・交通安安安安全全全全対策の対策の対策の対策の推進推進推進推進    

・・・・防防防防犯灯犯灯犯灯犯灯維持管理事業【生活環境課】維持管理事業【生活環境課】維持管理事業【生活環境課】維持管理事業【生活環境課】                                                        1,0091,0091,0091,009 万円万円万円万円    

・・・・防防防防犯カ犯カ犯カ犯カメラメラメラメラ設置費補助事業【設置費補助事業【設置費補助事業【設置費補助事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                            90909090 万円万円万円万円    

・・・・安安安安心心心心・・・・安安安安全ま全ま全ま全まちちちちづづづづくくくくりりりり事業【事業【事業【事業【危危危危機機機機管理課，管理課，管理課，管理課，教育振興教育振興教育振興教育振興課】課】課】課】                        171171171171 万円万円万円万円    

・・・・社会資本整備社会資本整備社会資本整備社会資本整備総総総総合交付金事業（交通合交付金事業（交通合交付金事業（交通合交付金事業（交通安安安安全全全全施設）施設）施設）施設）【土木整備課【土木整備課【土木整備課【土木整備課】】】】            1,0001,0001,0001,000 万円万円万円万円    

生活道路生活道路生活道路生活道路安安安安全全全全対策対策対策対策    3333路路路路線線線線    

通通通通学学学学路交通路交通路交通路交通安安安安全全全全対策対策対策対策    2222 路路路路線線線線    

・交通・交通・交通・交通安安安安全全全全対策特別交付金（交通対策特別交付金（交通対策特別交付金（交通対策特別交付金（交通安安安安全全全全施設）【施設）【施設）【施設）【    〃〃〃〃    】】】】                            1,5001,5001,5001,500 万円万円万円万円    

    

5555----3333----1111    環境環境環境環境保保保保全と全と全と全と低炭素低炭素低炭素低炭素ままままちちちちづづづづくくくくりりりりのののの推進推進推進推進    

・・・・低炭素低炭素低炭素低炭素社会社会社会社会推進推進推進推進事業事業事業事業【【【【生活環境課生活環境課生活環境課生活環境課】】】】                                                            140140140140 万円万円万円万円    

            家家家家庭庭庭庭用燃用燃用燃用燃料料料料電電電電池シ池シ池シ池システムステムステムステム（（（（エエエエネファネファネファネファーーーームムムム）設置費補助）設置費補助）設置費補助）設置費補助    

    

5555----3333----2222    循循循循環環環環型型型型社会社会社会社会形形形形成の成の成の成の推進推進推進推進    

・・・・ごごごごみみみみの新分別の新分別の新分別の新分別体制体制体制体制周知周知周知周知啓発啓発啓発啓発事業【環境管理課】事業【環境管理課】事業【環境管理課】事業【環境管理課】                                        800800800800 万円万円万円万円    

不燃物処理工場の更新に不燃物処理工場の更新に不燃物処理工場の更新に不燃物処理工場の更新に伴伴伴伴ううううごごごごみみみみの分別の分別の分別の分別のののの変更によ変更によ変更によ変更によりりりり，分別，分別，分別，分別ガガガガイイイイドドドド・変更・変更・変更・変更点点点点

ののののチラシ作チラシ作チラシ作チラシ作成成成成及び及び及び及び周知周知周知周知・・・・啓発啓発啓発啓発を実施を実施を実施を実施    

※※※※一般廃一般廃一般廃一般廃棄棄棄棄物処理物処理物処理物処理基基基基本計本計本計本計画画画画策定事業【策定事業【策定事業【策定事業【    〃〃〃〃    】】】】    

一般廃一般廃一般廃一般廃棄棄棄棄物の適正な処理，物の適正な処理，物の適正な処理，物の適正な処理，リリリリササササイイイイククククルルルル，減，減，減，減量量量量化化化化等に等に等に等について基ついて基ついて基ついて基本計本計本計本計画画画画を策定を策定を策定を策定    

債債債債務務務務負担行負担行負担行負担行為為為為（（（（RRRR2222～～～～RRRR3333））））9,0009,0009,0009,000千千千千円円円円    

・・・・古紙古紙古紙古紙等資源等資源等資源等資源集団集団集団集団回回回回収事業収事業収事業収事業【【【【    〃〃〃〃    】】】】                                                                1,1,1,1,025025025025 万円万円万円万円    

・・・・ごごごごみ指み指み指み指定定定定袋袋袋袋管理事業【管理事業【管理事業【管理事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                        2,7932,7932,7932,793 万円万円万円万円    

・・・・三原三原三原三原広広広広域域域域市市市市町村圏町村圏町村圏町村圏事事事事務務務務組合負担金【組合負担金【組合負担金【組合負担金【    〃〃〃〃    】】】】                                15151515 億億億億 2,0692,0692,0692,069 万円万円万円万円    

不燃物処理工場更新事業不燃物処理工場更新事業不燃物処理工場更新事業不燃物処理工場更新事業    

・・・・清掃清掃清掃清掃工場工場工場工場維持管理維持管理維持管理維持管理事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                    4444 億億億億 4,2244,2244,2244,224 万円万円万円万円    

※※※※最最最最終処分場の終処分場の終処分場の終処分場の延延延延命命命命化化化化をををを図図図図るるるるためためためため，，，，既存既存既存既存埋埋埋埋立立立立物を物を物を物を掘掘掘掘り起こり起こり起こり起こししししてててて搬搬搬搬出出出出    

※旧※旧※旧※旧賀茂賀茂賀茂賀茂第第第第 2222ククククリリリリーンセンターーンセンターーンセンターーンセンター解解解解体体体体事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                1,3001,3001,3001,300 万円万円万円万円    

老朽老朽老朽老朽化化化化によによによによりりりり倒壊倒壊倒壊倒壊のののの危険危険危険危険性が性が性が性があああある旧る旧る旧る旧賀茂賀茂賀茂賀茂第第第第 2222ククククリリリリーンセンターのーンセンターのーンセンターのーンセンターの解解解解体体体体設計設計設計設計    

・汚泥再生処理センター施設維持管理事業【・汚泥再生処理センター施設維持管理事業【・汚泥再生処理センター施設維持管理事業【・汚泥再生処理センター施設維持管理事業【    〃〃〃〃    】】】】                    1111 億億億億 9,6939,6939,6939,693 万円万円万円万円    

計計計計画修画修画修画修繕繕繕繕を実施を実施を実施を実施    
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5555----4444----1111    計計計計画画画画的な的な的な的なままままちちちちづづづづくくくくりりりりのののの推進推進推進推進    

・地・地・地・地籍籍籍籍調調調調査査査査事業【農林水産課】事業【農林水産課】事業【農林水産課】事業【農林水産課】                                                                    6,9096,9096,9096,909 万円万円万円万円    

・備・備・備・備後後後後圏圏圏圏・本・本・本・本郷郷郷郷都都都都市計市計市計市計画総画総画総画総合見合見合見合見直直直直し事業【し事業【し事業【し事業【    〃〃〃〃    】】】】                                    200200200200 万円万円万円万円    

県県県県が策定が策定が策定が策定すすすするるるる都都都都市計市計市計市計画区域マス画区域マス画区域マス画区域マスターターターターププププラララランにンにンにンに基づき基づき基づき基づき，，，，都都都都市計市計市計市計画区域区画区域区画区域区画区域区分等の分等の分等の分等の

見見見見直直直直しを実施しを実施しを実施しを実施    

・・・・全国全国全国全国都都都都市市市市緑緑緑緑化化化化ひひひひろろろろししししまフまフまフまフェェェェア開催ア開催ア開催ア開催事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                    172172172172 万円万円万円万円    

RRRR2222 年に年に年に年に広島広島広島広島市を市を市を市をメメメメイイイイン会場にン会場にン会場にン会場に開催開催開催開催予定の予定の予定の予定の全国全国全国全国都都都都市市市市緑緑緑緑化化化化ひひひひろろろろししししまフまフまフまフェェェェアアアアににににつつつつ

いていていていて，，，，県県県県内内内内 23232323 市市市市町町町町協働協働協働協働事業事業事業事業ととととしししして経て経て経て経費の一費の一費の一費の一部部部部を負担を負担を負担を負担    

    

5555----4444----2222    都都都都市・生活市・生活市・生活市・生活基基基基盤盤盤盤のののの保保保保全全全全・・・・整備整備整備整備    

・新・新・新・新三原三原三原三原斎斎斎斎場維持管理事業【生活環境課】場維持管理事業【生活環境課】場維持管理事業【生活環境課】場維持管理事業【生活環境課】                                                4,9824,9824,9824,982 万円万円万円万円    

※※※※指指指指定管理定管理定管理定管理者制者制者制者制度度度度導導導導入入入入    債債債債務務務務負担行負担行負担行負担行為為為為    RRRR2222～～～～RRRR4444    

・新・新・新・新三原三原三原三原斎斎斎斎場建設事業場建設事業場建設事業場建設事業【【【【    〃〃〃〃    】】】】                                                        8888 億億億億 5,0705,0705,0705,070 万円万円万円万円    

※※※※斎斎斎斎場予場予場予場予約約約約シシシシステムステムステムステムをををを導導導導入入入入    

RRRR2222 年年年年 10101010 月月月月供供供供用用用用開開開開始始始始予定予定予定予定    

・・・・駐輪駐輪駐輪駐輪場維持管理事業【土木整備課】場維持管理事業【土木整備課】場維持管理事業【土木整備課】場維持管理事業【土木整備課】                                                                806806806806 万円万円万円万円    

・・・・公公公公園園園園整備事業整備事業整備事業整備事業【【【【都都都都市市市市開発開発開発開発課】課】課】課】                                                                            6,6406,6406,6406,640 万円万円万円万円    

※※※※船船船船木木木木防防防防災公災公災公災公園基園基園基園基本計本計本計本計画画画画策定策定策定策定    

・土地・土地・土地・土地区画区画区画区画整理事業整理事業整理事業整理事業特別会計【特別会計【特別会計【特別会計【    〃〃〃〃    】】】】    

社会資本整備社会資本整備社会資本整備社会資本整備総総総総合交付金事業（街路）合交付金事業（街路）合交付金事業（街路）合交付金事業（街路）                                        1111 億億億億 0000,,,,000080808080 万円万円万円万円    

土地土地土地土地区画区画区画区画整理事業整理事業整理事業整理事業（東本通）（東本通）（東本通）（東本通）                                                                                3,3003,3003,3003,300 万円万円万円万円    

    

5555----4444----3333    安安安安全全全全ででででおいおいおいおいししししいいいい水の水の水の水の供供供供給給給給    

・水道事業（企業会計）・水道事業（企業会計）・水道事業（企業会計）・水道事業（企業会計）【【【【水道水道水道水道部部部部管理課管理課管理課管理課】】】】                                        62626262 億億億億 9,3719,3719,3719,371 万円万円万円万円    

    

5555----4444----4444    汚水の適正処理汚水の適正処理汚水の適正処理汚水の適正処理    

・・・・小型小型小型小型浄浄浄浄化化化化槽槽槽槽設置整備費補助事業【生活環境課】設置整備費補助事業【生活環境課】設置整備費補助事業【生活環境課】設置整備費補助事業【生活環境課】                                            2,4892,4892,4892,489 万円万円万円万円    

H31H31H31H31 年度年度年度年度ままままで実施しで実施しで実施しで実施していたていたていたていた転換転換転換転換以以以以外外外外（新築・更新）に対（新築・更新）に対（新築・更新）に対（新築・更新）に対すすすする補助は廃止る補助は廃止る補助は廃止る補助は廃止    

・下水道事業（企業会計）【下水道整備課】・下水道事業（企業会計）【下水道整備課】・下水道事業（企業会計）【下水道整備課】・下水道事業（企業会計）【下水道整備課】                                    39393939 億億億億 1,3451,3451,3451,345 万円万円万円万円    

    

5555----4444----5555    快快快快適・適・適・適・安安安安全全全全なななな住まいづ住まいづ住まいづ住まいづくくくくりりりり    

・・・・空空空空家等対策事業【家等対策事業【家等対策事業【家等対策事業【住宅住宅住宅住宅対策対策対策対策課】課】課】課】                                                                1,1661,1661,1661,166 万円万円万円万円    

※※※※空き空き空き空き家活用家活用家活用家活用モモモモデデデデルルルル支支支支援援援援事業費補助事業費補助事業費補助事業費補助    

空き空き空き空き家活用の家活用の家活用の家活用のモモモモデデデデルとルとルとルとなる事業を公なる事業を公なる事業を公なる事業を公募募募募し，し，し，し，優優優優秀秀秀秀な事業に改な事業に改な事業に改な事業に改修修修修費等の一費等の一費等の一費等の一部部部部

を補助を補助を補助を補助    

※※※※緊急安緊急安緊急安緊急安全全全全措置措置措置措置    

空き空き空き空き家の家の家の家の倒壊倒壊倒壊倒壊等による等による等による等による危危危危害が害が害が害が切迫切迫切迫切迫ししししていていていている場合等，る場合等，る場合等，る場合等，緊急緊急緊急緊急的に的に的に的に必必必必要要要要最最最最低低低低限限限限

の措置を実施の措置を実施の措置を実施の措置を実施    

    

・市・市・市・市営住宅営住宅営住宅営住宅整備事業整備事業整備事業整備事業【【【【    〃〃〃〃    】】】】                                                                1111 億億億億 0000,,,,780780780780 万円万円万円万円    

※※※※宮沖宮沖宮沖宮沖住宅住宅住宅住宅等移等移等移等移転転転転統統統統合建替事業合建替事業合建替事業合建替事業基基基基本計本計本計本計画画画画策定策定策定策定    

・・・・市市市市営住宅指営住宅指営住宅指営住宅指定管理定管理定管理定管理委託委託委託委託業業業業務務務務【【【【    〃〃〃〃    】】】】                                                    9,1409,1409,1409,140 万円万円万円万円    
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5555----4444----6666    持持持持続続続続可可可可能な地能な地能な地能な地域域域域公公公公共共共共交通交通交通交通網網網網のののの形形形形成成成成    

・生活交通・生活交通・生活交通・生活交通ババババスススス路路路路線線線線運運運運行事業【生活環境課】行事業【生活環境課】行事業【生活環境課】行事業【生活環境課】                                                    9,9709,9709,9709,970 万円万円万円万円    

・・・・コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ交通交通交通交通推進推進推進推進事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                    4,1724,1724,1724,172 万円万円万円万円    

・生活・生活・生活・生活航航航航路路路路運運運運航航航航事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                    4,3054,3054,3054,305 万円万円万円万円    

    

⑥⑥⑥⑥    計計計計画画画画の実の実の実の実現現現現にににに向けて向けて向けて向けて    

6666----1111----1111    行財政改行財政改行財政改行財政改革革革革のののの推進推進推進推進    

・行財政改・行財政改・行財政改・行財政改革革革革推進推進推進推進事業【事業【事業【事業【経営経営経営経営企企企企画画画画課】課】課】課】                                                            303303303303 万円万円万円万円    

・市・市・市・市有有有有財産財産財産財産販売推進販売推進販売推進販売推進事業【管財課】事業【管財課】事業【管財課】事業【管財課】                                                                1,1921,1921,1921,192 万円万円万円万円    

・・・・納納納納税税税税案内案内案内案内センター管理センター管理センター管理センター管理運営運営運営運営事業【税事業【税事業【税事業【税制制制制収収収収納納納納課】課】課】課】                                    1,0411,0411,0411,041 万円万円万円万円    

※自動※自動※自動※自動音声電話音声電話音声電話音声電話シシシシステムステムステムステム構構構構築築築築事業事業事業事業【【【【    〃〃〃〃    】】】】                                                252252252252 万円万円万円万円    

早早早早期期期期にににに滞滞滞滞納納納納整理に整理に整理に整理に着着着着手手手手すすすするるるるためためためため，，，，督督督督促促促促状状状状発発発発送送送送 10101010 日日日日後後後後の初の初の初の初期期期期段階段階段階段階でででで滞滞滞滞納納納納者者者者にににに

自動自動自動自動電話音声電話音声電話音声電話音声による一による一による一による一斉斉斉斉催催催催告告告告や口や口や口や口座座座座振振振振替替替替勧奨勧奨勧奨勧奨案内案内案内案内等を実施等を実施等を実施等を実施    

    

6666----1111----2222    公公公公共共共共施設等施設等施設等施設等マネジマネジマネジマネジメメメメンンンントトトトのののの推進推進推進推進    

・・・・公公公公共共共共施設施設施設施設マネジマネジマネジマネジメメメメンンンント推進ト推進ト推進ト推進事業【事業【事業【事業【経営経営経営経営企企企企画画画画課】課】課】課】                            4444 億億億億 1,3281,3281,3281,328 万円万円万円万円    

ペペペペアアアアシシシシティ三原ティ三原ティ三原ティ三原西西西西館の再館の再館の再館の再編編編編    

1111階階階階    民民民民間間間間活用（活用（活用（活用（歴史歴史歴史歴史館を館を館を館を解解解解体体体体し，民し，民し，民し，民間間間間誘致誘致誘致誘致をををを推進推進推進推進））））    

2222階階階階    市民市民市民市民ギギギギャラャラャラャラリリリリー，ー，ー，ー，児童児童児童児童館（移設）館（移設）館（移設）館（移設）    

3333階階階階    総総総総合合合合保健保健保健保健福祉福祉福祉福祉センター，センター，センター，センター，市民市民市民市民大学校大学校大学校大学校（（（（老老老老人人人人大学大学大学大学から改から改から改から改称称称称予定）予定）予定）予定）    

4444階階階階    総総総総合合合合保健保健保健保健福祉福祉福祉福祉センター，センター，センター，センター，ままままちちちちづづづづくくくくりりりり活動活動活動活動ルルルルーーーームムムム    

債債債債務務務務負担行負担行負担行負担行為為為為（（（（H31H31H31H31～～～～RRRR2222））））    

※旧※旧※旧※旧情情情情報報報報推進推進推進推進課課課課執執執執務務務務室室室室改改改改修修修修事業事業事業事業    

リリリリーーーージョジョジョジョンンンンププププラザラザラザラザ内内内内の旧の旧の旧の旧情情情情報報報報推進推進推進推進課課課課執執執執務務務務室室室室のののの空空空空床床床床をををを放放放放課課課課後児童後児童後児童後児童クラクラクラクラブブブブ

及び貸及び貸及び貸及び貸事事事事務務務務室室室室に改に改に改に改修修修修    

・新庁舎建設事業【・新庁舎建設事業【・新庁舎建設事業【・新庁舎建設事業【総総総総務務務務課】課】課】課】                                                                            4,0004,0004,0004,000 万円万円万円万円    

    

6666----2222----1111    戦略戦略戦略戦略的・的・的・的・効果効果効果効果的な的な的な的な情情情情報報報報発発発発信信信信    

・・・・シシシシティプティプティプティプロロロロモモモモーーーーシシシショョョョンンンン推進推進推進推進事業【観光課】事業【観光課】事業【観光課】事業【観光課】                                                                                1,4031,4031,4031,403 万円万円万円万円    

※※※※戦略戦略戦略戦略的的的的情情情情報報報報発発発発信信信信にににに向けた外部ア向けた外部ア向けた外部ア向けた外部アドバドバドバドバイイイイザザザザーの設置ーの設置ーの設置ーの設置    

※※※※三原三原三原三原市の市の市の市の独独独独自性の自性の自性の自性のああああるるるる魅魅魅魅力や力や力や力や強強強強みみみみををををＰＲＰＲＰＲＰＲすすすするるるるガガガガイイイイドドドドブブブブッッッッククククのののの制制制制作作作作    

・・・・議議議議会会会会だだだだよよよよりりりり作作作作成事業成事業成事業成事業【【【【議議議議会事会事会事会事務務務務局局局局】】】】                                                                                                                511511511511 万円万円万円万円    

・・・・コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティＦＭＦＭＦＭＦＭ活用事業【活用事業【活用事業【活用事業【秘秘秘秘書書書書広広広広報課，地報課，地報課，地報課，地域域域域企企企企画画画画課】課】課】課】                                        1,4321,4321,4321,432 万円万円万円万円    

    

6666----3333----1111    地地地地域域域域の自主性・自の自主性・自の自主性・自の自主性・自立立立立性を性を性を性を高め高め高め高める取組のる取組のる取組のる取組の推進推進推進推進    

・・・・みみみみはらはらはらはらふふふふるるるるささささとととと夢夢夢夢基基基基金金金金積積積積立立立立金【地金【地金【地金【地域域域域企企企企画画画画課】課】課】課】                                        5,2255,2255,2255,225 万円万円万円万円    

令和令和令和令和 2222 年度年度年度年度末残高末残高末残高末残高見込見込見込見込みみみみ    2222 億億億億 4,3634,3634,3634,363 万円万円万円万円    

・・・・過過過過疎疎疎疎地地地地域域域域自自自自立促進立促進立促進立促進特別事業特別事業特別事業特別事業基基基基金金金金積積積積立立立立金【財政課】金【財政課】金【財政課】金【財政課】                                7,2837,2837,2837,283 万円万円万円万円    

令和令和令和令和 2222 年度年度年度年度末残高末残高末残高末残高見込見込見込見込みみみみ    2222 億億億億 2,8812,8812,8812,881 万円万円万円万円    

・・・・キャキャキャキャリア教育推進リア教育推進リア教育推進リア教育推進事業【事業【事業【事業【    〃〃〃〃    】】】】                                                                                                183183183183 万円万円万円万円    

・・・・総総総総合合合合戦略戦略戦略戦略調調調調査査査査事業【事業【事業【事業【経営経営経営経営企企企企画画画画課】課】課】課】                                                                        490490490490 万円万円万円万円    

※※※※若若若若年年年年層層層層人人人人口口口口流流流流出要因等出要因等出要因等出要因等調調調調査査査査事業事業事業事業    

本市の人本市の人本市の人本市の人口口口口減減減減少少少少の主要因での主要因での主要因での主要因でああああるるるる若若若若年年年年層層層層のののの転転転転出に出に出に出について調ついて調ついて調ついて調査査査査，分，分，分，分析析析析，，，，検検検検証証証証

し，し，し，し，今今今今後後後後の人の人の人の人口口口口減減減減少少少少対策施策に対策施策に対策施策に対策施策に反映反映反映反映    


