
１．（議　会　費）　　　 266,028千円

整理
番号

事業
区分

前年
比較

　　 事業名及び事業概要 事業費 一般財源

266,028 266,028

1 義務 議員報酬及び手当 131,684 131,684

【事業概要】
　議長、副議長、議員の報酬及び手当の支給

議員数 ２７人（１０月の改選以降は定数２４人）

議会費

　議員数　２７人（１０月の改選以降は定数２４人）

【主な内容】
　○月額報酬　（議　長）430千円
　　　　　　　（副議長）360千円
　　　　　　　（議　員）330千円
　○期末手当　 ２．９月

【担当課】
議会事務局　議会事務局

2 義務 職員給与費（議会費） 62,643 62,643

【事業概要】
　議会運営に係る職員の給与費

【主な内容】
　○一般職員　７人

【担当課】【担当課】
　人事課

3 一般 議会運営費 23,800 23,800

【事業概要】
　議会運営及び各委員会の開催等に係る事務費

【主な内容】
　○議会だより印刷費（４回）等　　　　　　　　　　　　5,675千円

○会議録作成費（委託料） 3 313千円
拡充

　○会議録作成費（委託料）　　　　　　　　　　　　　　3,313千円
　○政務活動費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,575千円
　○議長交際費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  600千円

【担当課】
　議会事務局

4 義務 議員共済会給付費負担金 47,901 47,901

【事業概要】
地方議会議員年金制度の廃止に伴う経過措置分の給付費負担金　地方議会議員年金制度の廃止に伴う経過措置分の給付費負担金

【主な内容】
　○平成２３年６月１日廃止
　　経過措置給付費負担金率（見込）
　　　４４．８／１００　　　　　　　　　　　　　　　 47,901千円

【担当課】
　議会事務局

266,028 266,028議会費合計
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２．（総　務　費）　　　4,497,215千円

整理
番号

事業
区分

前年
比較

  事業名及び事業概要 事業費 一般財源

1,195,844 1,162,451

5 義務 特別職給与費 81,576 81,576

【事業概要】
　市長、副市長、自治区長の給与及び共済費

【主な内容】
　○給料月額　（市　　長）８１万円
　　　　　　　（副 市 長）６７万円
　　　　　　　（自治区長）５４万円
　○期末手当　　２．９月

【担当課】
　人事課

6 義務 職員給与費（一般管理費） 1,048,015 1,014,922

【事業概要】
　一般事務に係る職員の給与費

【主な内容】
　○一般職員　１１９人

【担当課】
　人事課

7 一般 総合調整室事務費 19,343 19,343

縮減

【事業概要】
　市長、副市長及び自治区長の公務及び組織の総合調整、広聴、秘書等
に関する事務執行に係る経費

【主な内容】
　○市長交際費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,500千円
　○官庁速報情報使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　567千円
　○嘱託職員（１人）（秘書業務補助・記者クラブ事務）

【担当課】
　総合調整室・各支所自治振興課

8 一般 新年市民祝賀会事業 610 310

【事業概要】
　市民新年賀会の開催に係る経費

【主な内容】
　○会費1,000円（３００人参加見込）

【担当課】
　総合調整室

9 一般 浜田市表彰事業 597 597

【事業概要】
　永年にわたり各分野において市政の推進に貢献された個人、団体の表
彰に係る経費

【主な内容】
　○浜田市表彰記念品料　　　　　　　　　　　　　　　　　380千円

【担当課】
　総合調整室

一般管理費
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整理
番号

事業
区分

前年
比較

  事業名及び事業概要 事業費 一般財源

10 義務 島根県市町村総合事務組合負担金 2,084 2,084

【事業概要】
　島根県市町村総合事務組合の必要経費に対する負担

【主な内容】
　○島根県市町村総合事務組合負担金　　　　　　　　　　2,084千円

【担当課】
　総合調整室

11 一般 嘱託職員報酬等（監視員・電話交換） 43,619 43,619

【事業概要】
　閉庁時における宿直監視業務並びに電話交換業務に係る経費

【主な内容】
　○本庁　　　監視員　　　２人役（６人）
　　　　　　　電話交換　　２人役（２人）
　○金城支所　監視員　　　１人役（３人）
　○旭支所　　監視員　　　１人役（３人）
　○弥栄支所　監視員　　　１人役（３人）
　○三隅支所　監視員　　　２人役（４人）

【担当課】
　総務課・各支所自治振興課

119,549 110,790

12 一般 人事管理事務費 10,597 10,286

【事業概要】
　人事管理を円滑に遂行することを目的とした事務執行に係る経費

【主な内容】
　○職員採用試験経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　568千円
　○人事給与システム使用料　　　　　　　　　　　　　　6,987千円
　○産業医委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,440千円

【担当課】
　人事課・各支所自治振興課・消防総務課

13 一般 職員研修費 8,784 3,066

【事業概要】
　職場研修、職場外研修、自己啓発等の充実により、職員の能力開発を
推進し、業務遂行能力を高める

【主な内容】
　○独自研修の開催　　　　　　　　　　　　　　　　　  1,835千円
　○県自治研修所研修への参加　　　　　　　　　　　　　4,305千円
　○各種専門研修への派遣　　　　　　　　　　　　　　　1,919千円
　○通信教育等への補助　　　　　　　　　　　　　　　　　400千円

【担当課】
　人事課

14 一般 人事管理費 14,733 12,457

【事業概要】
　地方公務員災害補償基金負担金、労働保険料等に係る経費

【主な内容】
　○地方公務員災害補償基金負担金　　　　　　　　　　　5,000千円
　○労働保険料等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,007千円

【担当課】
　人事課

人事管理費
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整理
番号

事業
区分

前年
比較

  事業名及び事業概要 事業費 一般財源

15 一般 職員福利厚生費 14,680 14,226

【事業概要】
　職員の福利厚生を目的とした、職員健康診断の実施、職員互助会への
交付金の交付等

【主な内容】
　○職員互助会交付金　　　　　　　　　　　　　 　　　 5,646千円
　　給料総額の1,000分の1.5及び駐車場補助
　○職員健康診断委託料　　　　　　　　　　　　 　　 　7,409千円

【担当課】
　人事課

16 一般 臨時・非常勤職員社会保険及び労働保険業務委託事業 2,399 2,399

【事業概要】
　臨時・嘱託職員の社会保険、労働保険に関する事務を社会保険労務士
へ委託する経費

【主な内容】
　○社会保険業務及び労働保険業務委託　　　　　　　　　2,399千円

【担当課】
　人事課

17 義務 欠員・産休・育休等代替職員費 68,356 68,356

【事業概要】
　欠員・産休・育休等に伴う臨時職員賃金及び社会保険料等

【主な内容】
　○非常勤嘱託職員報酬　１２人（１４２月） 　　　　　23,263千円
　○臨時職員賃金　　　　２１人（２５１月）　　　 　　35,955千円
　○社会保険料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,138千円

【担当課】
　人事課

138,360 134,570

18 義務 行政連絡員報酬等 49,466 49,466

【事業概要】
　町内を単位として行政連絡員を委嘱し、広報等文書の配布、災害時の
報告など行政の円滑な運営を図る

【主な内容】
　○行政連絡員　５８６人（見込）
　○行政連絡員報酬
　　　均等割　4,000円／月
　　　世帯割　70円／月

【担当課】
　総務課・各支所自治振興課

19 一般 安全安心推進事務費 37,748 36,960

【事業概要】
　公文書発送に伴う郵便料及び電話料等の行政運営上の必要経費

【主な内容】
　○郵便料　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　20,640千円
　○情報通信料　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　10,216千円

【担当課】
　総務課・各支所自治振興課

文書広報費
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整理
番号

事業
区分

前年
比較

  事業名及び事業概要 事業費 一般財源

20 一般 広報事業 36,831 33,830

政策 新規

【事業概要】
　「広報はまだ」、「ホームページ」、「ケーブルテレビによる行政情
報番組」等の浜田市の情報発信に係る経費

【主な内容】
　○広報はまだ発行経費　　　　　　　　　　 　　　　　23,620千円
　○ケーブルテレビによる行政情報放送委託 　 　　　　　5,884千円
　○移動新聞社広告料　　　　　　　　　　　　　　　　　3,000千円

【担当課】
　広報情報課・旭支所自治振興課・弥栄支所自治振興課・三隅支所自治
振興課

21 義務 情報公開審査会委員費 132 132

【事業概要】
　浜田市情報公開条例に基づく開示決定等について不服申立てがあった
場合に、情報公開審査会において審議する
　
【主な内容】
　○情報公開審査会委員　５人　　　　　　　　　　　　　　120千円

【担当課】
　総務課

22 一般 総務管理事務費 11,592 11,591

【事業概要】
　法制・文書事務に係る事務費及び各種協議会等負担金

【主な内容】
　○例規執務サポートシステム保守管理業務委託料　　　　5,838千円
　○地方分権改革推進支援業務委託料　　　　　　　　　　1,407千円
　○各種協議会等負担金　　　　　　　　　　　　　　　　  355千円

【担当課】
　総務課・各支所自治振興課

23 義務 個人情報保護審査会委員費 132 132

【事業概要】
　浜田市個人情報保護条例に基づく開示決定等について不服申立てが
あった場合に、個人情報保護審査会において審議する

【主な内容】
　○個人情報保護審査会委員　５人　　　　　　　　　　　　120千円

【担当課】
　総務課

↓

る
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整理
番号

事業
区分

前年
比較

  事業名及び事業概要 事業費 一般財源

24 義務 個人情報保護審議会委員費 66 66

【事業概要】
　浜田市個人情報保護条例に基づき適正かつ円滑な運営の推進に関する
重要事項を個人情報保護審議会において審議する

【主な内容】
　○個人情報保護審議会委員　５人　　　　　　　　　　　　 60千円

【担当課】
　総務課

25 義務 新規 浜田市公式ウェブサイト再構築事業 2,393 2,393

【事業概要】
　老朽化が進んでいる浜田市公式サイトのサーバ機器の更新や新システ
ムの導入を行う

【主な内容】
○浜田市公式ウェブサイトＣＭＳリース料　　　　　　　　2,393千円

【担当課】
　広報情報課

123,859 100,559

26 一般 財政管理事務費 5,934 5,934

【事業概要】
　財政計画策定等、財政に関する各事業を円滑に遂行することを目的と
した事務執行に係る経費

【主な内容】
　○財務会計システム使用料　　　　　　　　　　　　　　2,548千円

【担当課】
　財政課・各支所自治振興課

27 一般 減債基金積立金 117,925 94,625

【事業概要】
　金融機関等の預金利息等を減債基金に積み立てる

【主な内容】
　○預金利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,809千円
　○ケーブルテレビ設備貸付料　　　　　　　　　　　 　20,491千円
　○収支調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 94,625千円

【担当課】
　財政課

5,686 5,685

28 一般 会計管理事務費 5,686 5,685

【事業概要】
　会計事務、公金管理を円滑に遂行することを目的とした事務執行に係
る経費

【主な内容】
　○公金収納手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,545千円
　○公金総合保険料　　　　　　　　　　　　　　　　　　  137千円

【担当課】
　会計課

会計管理費

財政管理費
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整理
番号

事業
区分

前年
比較

  事業名及び事業概要 事業費 一般財源

254,390 230,615

29 一般 庁舎維持管理費 135,175 130,134

【事業概要】
　本庁及び支所庁舎の維持管理経費

【主な内容】
　○庁舎光熱水費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 41,175千円
　○管理委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 49,630千円
　　環境衛生、エレベーター、冷暖房設備、電気機械、消防設備等
　○電話交換機外リース料　 　　　　　　　　　　　　　 5,339千円
　○屋上防水工事等　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,174千円

【担当課】
　安全安心推進課・各支所自治振興課

30 一般 財産管理事務費 76,743 73,743

【事業概要】
　市有財産の維持管理を円滑に遂行することを目的とした事務執行に係
る経費

【主な内容】
　○建物共済分担金　　　　　　　　　　　　　　　 　　 9,403千円
　○公用車保険料等　　　　　　　　　　　　　　　 　　 6,907千円
　○草刈作業委託料　　　　　　　　　　　　　　　 　　 1,264千円
　○公用車等燃料費　　　　　　　　　　　　　　　 　　10,652千円
　○修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　9,204千円
　○公用車等借上料　　　　　　　　　　　　　　　 　　15,649千円
　○有料道路使用料　　　　　　　　　　　　　　　 　　 2,780千円

【担当課】
　管財課・各支所自治振興課

31 一般 住宅団地分譲事業 2,354 2,354

【事業概要】
　住宅団地の分譲を円滑に遂行することを目的とした事務執行に係る経
費

【主な内容】
　○住宅団地除草委託　　　　　　　　　　　　　　　　　2,300千円

【担当課】
　旭支所自治振興課・三隅支所自治振興課

32 一般 財政調整基金積立金 4,620 0

【事業概要】
　金融機関等の預金利息を財政調整基金に積み立てる

【主な内容】
　○預金利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,620千円

【担当課】
　財政課

33 一般 土地開発基金繰出金 1,000 0

【事業概要】
　金融機関等の預金利息を土地開発基金に積み立てる

【主な内容】
　○預金利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,000千円

【担当課】
　管財課

財産管理費
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整理
番号

事業
区分

前年
比較

  事業名及び事業概要 事業費 一般財源

34 一般 旭センター管理費 8,574 8,094

【事業概要】
　所在地：旭町今市
　旭センターの管理運営費

【主な内容】
　○光熱水費　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,034千円
　○管理委託料（清掃、消防施設等）　　　　　　　　　　  659千円
　○老人休養室カーペット等防火化工事 　　　　　　　　   682千円

【担当課】
　旭支所自治振興課

35 義務 指定管理者選定委員会費 210 210

【事業概要】
　外部委員により施設の指定管理候補者を選定する
　
【主な内容】
　○指定管理者選定委員会委員　１０人　　　　　　　　　　180千円

【担当課】
　総務課

36 一般 弥栄会館維持管理費 5,843 5,709

【事業概要】
　所在地：弥栄町長安本郷
　弥栄会館の管理運営費

【主な内容】
　○光熱水費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,320千円
　○管理委託料（エレベーター、清掃、消防施設等）　　　3,074千円
　○修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100千円

【担当課】
　弥栄支所自治振興課

37 政策 市有財産有効活用推進事業 2,871 2,871

【事業概要】
　遊休財産等の適正な管理運用を行う

【主な内容】
　○手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　871千円
　　鑑定手数料、公有財産ネット売却手数料
　○測量登記委託　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,000千円

【担当課】
　管財課

38 投資 新規 みどりかいかん改修事業 10,000 500

【事業概要】
　所在地：金城町下来原
　みどりかいかんの改修に係る経費

【主な内容】
　○調査設計委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,000千円

【担当課】
　金城支所自治振興課
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39 政策 新規 公共施設適正化推進事業 7,000 7,000

【事業概要】
　合併時に旧市町村から引き継いだ公共施設について、見直しを検討す
るための客観的な基礎資料として、状況を分かりやすくまとめた「公共
施設白書」を作成するとともに、それに基づく再配置計画の素案を作成
する

【事業期間】
　Ｈ２５～Ｈ２６

【主な内容】
　○浜田市公共施設白書等作成業務委託　　　　　　　　　7,000千円

　　（詳細はＰ２０７の事業概要説明参照）

【担当課】
　管財課

1,406,925 308,087

40 義務 地域振興基金積立金 22,557 0

【事業概要】
　寄附金、利息等を地域振興基金に積み立てる

【主な内容】
　○預金利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,141千円
　○寄附金等積立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,500千円

【担当課】
　財政課

41 一般 地域振興事務費 3,003 3,002

【事業概要】
　地域振興に関する各事業を遂行するための事務経費

【主な内容】
　○臨時職員賃金等　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,057千円

【担当課】
　市民政策課・各支所自治振興課

42 義務 行政運営効率化推進事業 693 693

【事業概要】
　浜田市行財政改革推進委員会の開催及び庁内業務改善運動に係る経費
　
【主な内容】
　○浜田市行財政改革推進委員会委員　１７人　　　　　　　306千円

【担当課】
　総合調整室

43 義務 浜田地区広域行政組合負担金 37,866 37,866

【事業概要】
　浜田地区広域行政組合に支払う負担金

【主な内容】
　○総務費負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　 　36,300千円
　○企画費負担金　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,566千円

【担当課】
　市民政策課

企画費
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44 政策 地域づくり振興事業 91,144 21,076

拡充

【事業概要】
　町内会・自治会等の地域コミュニティ組織の活性化と活動を支援

【主な内容】
　○集会所施設、関連設備等整備事業　　　　　　　　　 21,000千円
　　集会所施設の新築若しくは改修、関連設備の改修、施設新築のため
　　の用地取得に要する直接経費の一部を補助
　○防犯灯設置事業　　　　　　　　　　　　　　　　　 70,144千円
　　防犯灯設置に要する経費を補助（１基当たり８万円を限度）
　　※Ｈ２４～Ｈ２５を集中整備期間と位置付け拡充

【担当課】
　市民政策課・各支所自治振興課

45 一般 市民協働活性化支援事業 2,000 2,000

【事業概要】
　市民団体が実施する社会貢献・人材育成・文化振興に関する事業に対
する補助（営利目的又は経常的な事業は補助対象外）

【主な内容】
　○市民協働活性化支援事業補助金　　　　　　　　　　　2,000千円
　　補助率：１／３　限度額：300千円（１事業者）

【担当課】
　市民政策課

46 一般 男女共同参画推進事業 1,126 1,126

【事業概要】
　浜田市男女共同参画推進計画に基づき、さらなる男女共同参画社会の
実現を図る

【主な内容】
　○浜田女性ネットワークの活動支援　　　　　　　　　　　760千円
　○男女共同参画推進委員会運営費　　　　　　　　　　　　192千円

【担当課】
　人権同和教育啓発センター

47 一般 行政評価導入事業 343 343

【事業概要】
　行政評価委員会の開催に係る経費

【主な内容】
　○外部評価委員　８人　　　　　　　　　　　　　　　　　288千円

【担当課】
　総合調整室

48 義務 電子申請受付システム整備事業 2,285 2,285

【事業概要】
　島根県下全市町村で共同運用するインターネットを利用した電子申請
受付サービスアウトソーシング経費負担金

【主な内容】
　○電子申請等受付システム共同アウトソーシング経費負担金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,285千円

【担当課】
　広報情報課
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49 一般 ふるさとメール配信事業 630 630

【事業概要】
　報道機関の「ふるさとメール配信」を利用して、電子メールを媒体と
して浜田市からのメッセージやイベント案内等の地域情報発信サービス
を行う
　
【主な内容】
　○ふるさとメール配信委託料　　　　　　　　　　　　　　630千円
　　会員数　４９８人　（平成２５年１月１８日現在）

【担当課】
　総合調整室

50 一般 ひゃこるネットみすみ運営事業 86,134 0

【事業概要】
　行政情報の提供、行政広報、まちの話題などを提供する（三隅）

【主な内容】
　○地デジ・ＢＳ・ＣＳ放送の再送信　　　　　　　　　  9,914千円
　○インターネットサービスの提供　　　　　　　　　　 18,396千円
　○機器・施設維持管理費　　　　　　　　　　　　　　 33,186千円
　○電柱共架料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,276千円

【担当課】
　広報情報課

51 一般 電源立地促進対策交付金事業修繕、維持補修基金積立金 31 0

【事業概要】
　金融機関等の預金利息を電源立地促進対策交付金事業修繕、維持補修
基金に積み立てる（三隅）

【主な内容】
　○預金利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 31千円

【担当課】
　三隅支所自治振興課

52 義務 路線バス利用促進事業 110,934 105,555

【事業概要】
　生活交通バス路線の維持・確保のため、乗合バス事業者に対し、運行
費等の一部を補助する（２事業者　１２路線　４７系統）

【主な内容】
　○運行費補助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　107,352千円
　○合理化促進補助　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,582千円

【担当課】
　市民政策課

53 一般 企画事務費 4,979 4,479

【事業概要】
　過疎・辺地対策、電源立地地域の振興、ふるさと寄附、職員提案等の
事務執行に係る経費

【主な内容】
　○ふるさと寄附に係る経費　　　　　　　　　　　　　  3,848千円

【担当課】
　市民政策課
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54 一般 市民憲章普及啓発事業 250 250

【事業概要】
　市民憲章の市民への普及啓発を進めるための経費

【主な内容】
　○浜田市市民憲章推進協議会補助金　　　　　　　　　　　250千円

【担当課】
　市民政策課

55 一般 生活改善センター管理事業 402 402

【事業概要】
　生活改善センター等の修繕及び消防設備の保守点検等の経費

【主な内容】
　○消防設備保守点検委託　　　　　　　　　　　　　　　　146千円

【担当課】
　旭支所自治振興課

56 義務 まちづくり振興基金積立金 543,402 25,000

【事業概要】
　地域住民の連帯強化及び地域振興を図るため、合併特例債をもって基
金造成を行う

【主な内容】
　○基金造成期間　平成１８年度～平成２７年度
　○総額：3,015,000千円（平成２５年度：500,000千円）
　○三隅図書館分　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40,000千円

【担当課】
　財政課

57 義務 地域協議会運営事業 3,439 3,439

【事業概要】
　地域協議会運営等に係る経費

【主な内容】
　○地域協議会委員　各自治区１５人　　　　　　　　　　3,090千円

【担当課】
　市民政策課・各支所自治振興課

58 義務 統合型ＧＩＳ管理事業 1,276 1,276

【事業概要】
　浜田市全域の基盤地図データ及びその地図に載せる各種主題データ
（都市計画、固定資産、防災、福祉、上下水道、農林、教育、観光、文
化財など）を整備し、全庁的に活用できる統合型ＧＩＳの運用保守経費

【主な内容】
　○統合型ＧＩＳ保守委託料　　　　　　　　　　　　　　1,276千円

【担当課】
　広報情報課
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59 投資 地区拠点集会施設整備事業 17,240 40

【事業概要】
　各地区にある生活改善センター等の修繕を行う

【主な内容】
　○屋根葺き替え工事　　　　　　　　　 　　　　　　　16,398千円
　　重富生活改善センター、和田生活改善センター
　○舗装工事　　　　　　　　　　　 　　　　 　　　　　　842千円
　　木田生活改善センター

【担当課】
　旭支所自治振興課

60 政策 生活路線バス運行事業 48,675 39,479

【事業概要】
　地域における交通手段を確保するため、有償による生活路線バスを運
行する

【主な内容】
　○金城路線運行管理委託（４系統）　　　　　　　　　　7,686千円
　○旭路線運行管理委託（３系統）　　　　　　　　　　　4,933千円
　○弥栄路線運行管理委託（１系統）　　　　　　　　　　6,829千円
　○三隅路線運行管理委託（１２系統）　　　　　　　　 25,419千円

【担当課】
　市民政策課・各支所自治振興課

61 政策 新交通システム運営事業 26,885 88

【事業概要】
　交通空白地域の交通を確保するため運行する予約型乗合タクシーの運
行経費及び自治会が実施する輸送活動に対する支援

【主な内容】
　○予約型乗合タクシー運行経費
　　三階長見地区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,741千円
　　美川地区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,741千円
　　金城・旭地区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,710千円
　　弥栄地区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,343千円
　○自治会輸送活動支援
　　羽原自治会（浜田市井野町）　　　　　　　　　　　　　350千円

【担当課】
　市民政策課

62 一般 自治会活動等支援事業 8,075 4,775

【事業概要】
　町内会・自治会の活動を支援するための自治会活動保険への加入経費

【主な内容】
　○補償内容
　　賠償責任保険　　　　　　　 1億円
　　普通傷害保険　死亡　　 1,000万円
                  入院日額 　　5千円
                　通院日額 　2.5千円

【担当課】
　市民政策課
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63 一般 ふるさと応援基金積立金 2,504 0

【事業概要】
　ふるさと寄附金、預金利息等をふるさと応援基金に積み立てる

【主な内容】
　○ふるさと寄附金　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,500千円
　○預金利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4千円

【担当課】
　市民政策課

64 一般 ＣＡＴＶ施設維持管理事業 18,869 0

【事業概要】
　公設民営エリアのケーブルテレビ施設の維持管理費

【主な内容】
　○ケーブルテレビ施設等保守業務委託　　　  　　　　　5,500千円
　○電柱及び電柱設置用地使用料　　　　　　　　　　　 12,173千円

【担当課】
　広報情報課

65 一般 はまだ暮らし体験事業 1,072 802

【事業概要】
　浜田市への移住を具体的に考えているＵ・Ｉターン希望者を対象とし
て、短期間の滞在体験事業を行う

【主な内容】
　○滞在体験パック事業　　　　　　　　　　　　　　　　　220千円
　　浜田市への定住希望者を対象に、日帰りから２泊３日程度で生活関
　　連施設の紹介や就業体験等の短期間滞在事業を実施
　○田舎暮らし体験事業　　　　　　　　　　　　　　　　　852千円
　　浜田市内に住居を有しない定住希望者に対し、１週間から１ヶ月程
　　度の滞在体験事業を実施し、Ｕ・Ｉターン希望者の移住に対する不
　　安等を軽減することを目的とした滞在体験事業を実施

【担当課】
　市民政策課

66 一般 定住相談事業 3,500 0

【事業概要】
　Ｕ・Ｉターン希望者の住居や雇用等の相談を総合的に受け付ける

【主な内容】
　○定住相談員　１人　　　　　　　　　　　　　　　　　2,112千円
　○定住フェア参加経費　　　　　　　　　　　　　　　　　246千円
　○空き家バンク経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　300千円

【担当課】
　市民政策課・弥栄支所自治振興課

定住相談窓口の様子 
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67 政策 定住対策基金事業 189,979 0

拡充

新規

新規

　【事業概要】
　地域振興基金を活用した、各自治区独自の定住施策

【主な内容】
　○金城自治区
　　地域提案型チャレンジ事業補助金　　　　　 　　　　26,400千円
　○旭自治区
　　地域内施設活用事業補助金　　　　　　　　　 　　 　2,400千円
　　地域を元気にするための活動支援補助金　　　　　 　 4,500千円
　　集落機能再編・強化事業補助金　　　　　　　　　 　 3,660千円
　　遊休施設検討会議　　　　　　　　　　　　　　　 　　 306千円
　　遠距離通所補助金　　　　　　　　　　　　　　　 　　 525千円
　　いきいき長生き定住検診助成金　　　　　　　　　 　 　748千円
　　定住促進住宅建築費補助金　　　　　　　　　　　 　 7,500千円
　　地域担当制度事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　480千円
　○弥栄自治区
　　住みよい集落づくり事業　　　　　　　　　　　　 　68,903千円
　　定住促進福祉研修制度事業　　　　　　　　　　　 　 1,584千円
　　定住サポート推進員設置事業　　　　　　　　　　 　 4,031千円
　　やさかツーリズム定着支援事業　　　　　　 　　 　　3,707千円
　　定住促進住宅建築費等補助金　　　　　　　　　　 　10,000千円
　　いきいき長生き定住検診事業　　　　　　　  　　 　　 346千円
　　遠距離通学補助金　　　　　　　　　　　　　　　 　 4,200千円
　　宅配サービス事業　　　　　　　　　　　　　　　 　 　743千円
　　Ｕ・Ｉターン促進事業　　　　　　　　　　　　　 　　 430千円
　　除雪車オペレーター育成事業　　　　　　　　　　　　　182千円
　○三隅自治区
　　地域担当制事業　　　　　　　　　　　　　   　　 　　422千円
　　定住サポートみずすみ委託料　　　　　　　  　　　 　 600千円

67 政策 　　コミュニティ整備事業推進補助金　　　　　　　 　　17,817千円
　　Ｕ・Ｉターンのための産業体験事業補助金　 　　　 　1,440千円
　　定住促進住宅建築費等補助金　　　　　　　　　　 　17,000千円
　　集会所整備事業補助金　　　　　　　　　　　　 　　 8,055千円
　　定住促進住宅建築費等補助金積立金　　　　　　　 　 4,000千円
　
【担当課】
　各支所自治振興課・旭支所市民福祉課・弥栄支所市民福祉課・弥栄支
所産業課・弥栄支所建設課

68 一般 交通対策事務費 3,678 3,543

　【事業概要】
　地域公共交通会議の開催及び交通関連施設（駅舎やバス待合所）の維
持管理等に係る経費

【主な内容】
　○地域公共交通会議運営経費　　　　　　　　　　　　　　113千円
　○黒川町バス停の用地取得　　　　　　　　　　　　　　　758千円

【担当課】
　市民政策課・三隅支所自治振興課

69 一般 空き家バンクを活用した住宅改修支援事業 4,210 4,210

　【事業概要】
　空き家バンクの登録物件を賃貸・売買したＵ・Ｉターン者、またはそ
の所有者に対し、住宅改修費及びケーブルテレビ加入料を補助する

【主な内容】
　○住宅改修等補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　4,000千円
　○ケーブルテレビ加入料補助金　　　　　　　　　　　　　210千円

【担当課】
　市民政策課
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70 一般 地域間交流事業 907 907

　【事業概要】
　当市とゆかりのある国内都市との交流に係る経費

【主な内容】
　○知音都市交流　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　589千円
　　「カチューシャの唄」が縁となった４市においての人的交流や郷土
　　芸能等を主とした交流事業
　　　島村抱月／浜田市　　　　松井須磨子／長野県長野市
　　　中山晋平／長野県中野市　相馬御風／新潟県糸魚川市
　○広島県熊野町交流　                                  114千円
　　熊野筆と石州半紙の交流を目的に、熊野町筆まつりと三隅フェステ
　　ィバルで出展を行う

【担当課】
　交流推進室・三隅支所自治振興課

71 一般 Ｕ・Ｉターン情報発信事業 776 276

　【事業概要】
　市外在住者への定住関連情報発信経費及び定住関連団体活動費補助

【主な内容】
　○定住関連情報発信経費　　　　　　　　　　　　　　　　276千円
　○定住関連団体活動費補助　　　　　　　　　　　　　　　500千円

【担当課】
　市民政策課

72 一般 三隅奨学金事業 600 0

【事業概要】
　旧三隅町奨学資金の既貸与決定者への貸付金

【主な内容】
　○後継者育成資金　50,000円／月×１人

【担当課】
　三隅支所自治振興課

73 政策 まちづくり総合交付金事業 126,459 39,476

新規
新規
新規

　【事業概要】
　自主的な活動を行う町内会等に対し、活動に要する経費の一部を補助
することにより、住民全体のまちづくりの推進を図る

【主な内容】
　○まちづくり総合交付金　　　　　　　　　　　　　　116,998千円
　○地域おこし協力隊、集落支援員　２人　　　　　　　　4,832千円
　○浜田市まちづくり総合交付金等改善委員　５人　　　　　180千円
　○協働のまちづくり検討委員　７人　　　　　　　　　　　252千円

　　（詳細はＰ２０８の事業概要説明参照）

【担当課】
　市民政策課・各支所自治振興課

74 投資 生活路線バス車両整備事業 21,293 293

　【事業概要】
　生活路線バス「三隅路線」で使用している３５人乗りバスの老朽化に
伴う車両更新経費
　
【主な内容】
　○車両購入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,009千円

【担当課】
　三隅支所自治振興課
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75 一般 地域公共交通活性化事業 3,276 3,276

　【事業概要】
　浜田市地域公共交通活性化協議会に対し、活動費として補助金を交付
する

【主な内容】
　○地域公共交通活性化協議会補助金　　　　　　　　　　3,276千円

【担当課】
　市民政策課

76 一般 まちづくり組織支援事業 500 500

　【事業概要】
　各自治会・町内会の上部組織である連合自治協議会の円滑な運営に資
することを目的とし補助金を交付する

【主な内容】
　○連合自治会補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　500千円

【担当課】
　市民政策課・各支所自治振興課

77 一般 ふるさと寄附特産品開発事業（緊急雇用創出事業） 2,231 0

【事業概要】
　緊急雇用創出臨時特例基金事業を活用し、１万円以上の寄附者に謝礼
として届けている浜田市特産品を充実させるため、地元企業との折衝等
を行う

【主な内容】
　○新規雇用人数　１人

【担当課】
　市民政策課

78 投資 新規 旭インターバスストップ周辺環境整備事業 4,000 0

【事業概要】
　現在設置してあるバス待合所は規模が小さく、降雨・降雪時に苦慮し
ているため、旭インターバスストップ周辺の環境整備を行う

【主な内容】
　○測量設計業務委託

【担当課】
　旭支所自治振興課

79 投資 新規 古市場海岸昇降施設設置事業 5,000 1,000

【事業概要】
　古市場地内自然海岸への昇降施設の測量設計業務等

【主な内容】
　○設計業務委託・工事　　　　　　　　　　　　　　　　5,000千円

【担当課】
　三隅支所自治振興課

80 一般 地域活動活性化事業（緊急雇用創出事業） 2,471 0

【事業概要】
　緊急雇用創出臨時特例基金事業を活用し、自治会等を対象とした地域
活動支援を行う

【主な内容】
　○新規雇用人数　１人

【担当課】
　市民政策課
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81 一般 新規 地区まちづくり委員会設立事業（緊急雇用創出事業） 2,231 0

【事業概要】
　緊急雇用創出臨時特例基金事業を活用し、浜田自治区において地区ま
ちづくり推進委員会の設立に向けた取り組みを行う

【主な内容】
　○新規雇用人数　１人

【担当課】
　市民政策課

152,806 152,145

82 一般 情報管理事務費 24,746 24,085

【事業概要】
　情報システムを効率的かつ安定的に運用することを目的とした事務執
行に係る経費

【主な内容】
　○情報系クライアントＰＣ更新　１５５台　　　　　　　9,902千円
　○情報系プリンタ等更新　２１台　　　　　　　　　　　1,897千円
　○Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｏｆｆｉｃｅ　２０１０　Ｐｒｏ
　　１５５ライセンス使用料　　　　　　　　　　　　　　7,812千円

【担当課】
　広報情報課

83 政策 機器賃借料・保守料等 70,696 70,696

【事業概要】
　電算処理に必要な機器の賃借及び保守委託に係る経費

【主な内容】
　○機器保守委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　 66,612千円
　○システム等借上料　　　　　　　　　　　　　　　　　2,769千円

【担当課】
　広報情報課

84 政策 基幹系システム次世代化事業 19,281 19,281

【事業概要】
　平成２０年度に実施した次世代化事業のうち、リース料払いに係る経
費
　リース期間　６０月

【主な内容】
　○システム等借上料　　　　　　　　　　　　　　　　 19,281千円

【担当課】
　広報情報課

85 義務 住基ネット機器更改事業 404 404

【事業概要】
　平成２０年度に実施した機器更新に係る再リース料

【主な内容】
　○機器借上料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　404千円

【担当課】
　広報情報課

電子計算費
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86 義務 ＬＧＷＡＮサービス提供設備更新事業 662 662

【事業概要】
　平成２０年度に実施した機器更新に係るリース料
　リース期間　６０月

【主な内容】
　○機器借上料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　662千円

【担当課】
　広報情報課

87 政策 基幹系業務システム更新事業 17,454 17,454

【事業概要】
　保守期限を満了する各種基幹システムの更新や新規構築を行う

【主な内容】
　○基幹系業務システム機器更新関係リース料　　　　　 14,284千円
　○市税等の郵便局納付に必要なシステムの賃借及び保守委託に係る経
　　費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,823千円
　○住民基本台帳法改正に伴うシステム改修委託料　　　　　347千円

【担当課】
　広報情報課

88 政策 情報ネットワークシステム再構築事業 19,563 19,563

【事業概要】
　保守期限を満了する各種情報ネットワークシステムの更新や新規構築
を行う

【主な内容】
　○庁内ネットワーク機器更新関係リース料等　　　 　　18,396千円
　○ＬＧＷＡＮ接続ルータ設置業務委託料　　　　　　　　1,167千円

【担当課】
　広報情報課

3,755 2,880

89 一般 消費者対策事業 2,839 2,380

【事業概要】
　架空請求・悪質商法等の相談に対応するための相談窓口を開設し、消
費者被害の防止・救済を図る

【主な内容】
　○消費者相談委託（本庁週５回）  　　　　　　　　　　2,040千円
　○消費者問題研究協議会への活動補助　　　　　　　　　　763千円

【担当課】
　環境課・各支所市民福祉課

90 一般 消費者行政活性化事業 916 500

【事業概要】
　島根県の消費者行政活性化基金を活用し、消費生活相談窓口の充実を
図る

【主な内容】
　○啓発うちわ等の作製

【担当課】
　環境課・各支所市民福祉課

消費者対策費
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882 882

91 義務 公平委員会費 882 882

【事業概要】
　公平委員報酬及び公平委員会事務費

【主な内容】
　○公平委員会委員　３人　　　　　　　　　　　　　　　　549千円

【担当課】
　公平委員会

3,830 3,830

92 一般 交通安全対策事務費 57 57

【事業概要】
　交通安全対策に関する各事業を円滑に遂行することを目的とした事務
執行に係る経費

【主な内容】
　○交通安全対策費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 57千円

【担当課】
　安全安心推進課

93 義務 交通指導員配置事業 2,493 2,493

【事業概要】
　交通指導員への報酬及び装備品の支給等

【主な内容】
　○交通指導員　２５人　　　　　　　　　　　　　　　　1,680千円
　○交通指導員装備品一式　　　　　　　　　　　　　　　　754千円

【担当課】
　安全安心推進課

94 一般 交通安全対策協議会助成事業 1,280 1,280

【事業概要】
　交通安全対策協議会への補助

【主な内容】
　○交通安全対策協議会補助金　　　　　　　　　　　　　1,280千円

【担当課】
　安全安心推進課

3,078 3,078

95 義務 恩給及び退職年金 3,078 3,078

【事業概要】
　市町村共済組合法ができるまでに退職した職員が受ける恩給及びその
遺族年金の支給並びに旧恩給組合負担金の支払

【主な内容】
　○恩給（退隠料）　１人　　　　　　　　　　　　　　　1,133千円
　○遺族年金（扶助料）　１人　　　　　　　　　　　　　　945千円
　○旧那賀郡恩給組合負担金　　　　　　　　　　　　　　1,000千円

【担当課】
　人事課

交通安全対策費

公平委員会費

恩給及び退職年金費
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32,616 21,740

96 一般 国際交流事務費 571 571

【事業概要】
　国際交流推進に関する各事業を円滑に遂行することを目的とした事務
執行に係る経費

【主な内容】
　○海外からの来浜者対応経費　　　　　　　　　　　　　　331千円
　○虹の大使　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 63千円
　　名刺代、記念品、委嘱状用額縁等

【担当課】
　交流推進室

97 一般 浜田国際交流協会助成事業 2,660 2,660

【事業概要】
　広域的に多くの人が参加できる事業に取り組み、地域の国際理解促進
に貢献している浜田国際交流協会への助成

【主な内容】
　○浜田国際交流協会補助金　　　　　　　　　　　　　　2,660千円

【担当課】
　交流推進室

98 一般 海外友好都市交流推進事業 2,875 2,875

【事業概要】
　友好都市である上海市真如鎮、関係都市である蔚山市、ブータン王国
との交流経費

【主な内容】
　○訪問事業（蔚山市）　　　　　　　　　　　　　　　　　752千円
　○受入事業（真如鎮、ブータン王国）　　　　　　　　　1,223千円
　○海外友好都市交流推進事業補助金　　　　　　　　　　　900千円

【担当課】
　交流推進室

99 一般 外国青年招致事業（ＣＩＲ） 15,910 15,034

【事業概要】
　諸外国との相互理解の増進、国際化の推進に資することを目的とし、
国際交流員を招致する

【主な内容】
　○国際交流員（中国１人、英語圏１人、韓国１人）　　 12,113千円

【担当課】
　交流推進室

100 政策 新規 ブータン王国友好交流事業 10,600 600

【事業概要】
　手すき紙の技術指導等により、ブータン王国との友好交流を推進する

【主な内容】
　○ＪＩＣＡ事業手すき紙技術研修委託　　　　　　　　 10,000千円

【担当課】
　交流推進室

国際交流費
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5,665 5,665

101 一般 大学を核としたまちづくり推進事業 2,511 2,511

【事業概要】
　島根県立大学と市民団体との交流事業への補助
　
【主な内容】
　○市民交流促進事業補助金　　　　　　　　　　　　　　　500千円
　　補助率：３／４　限度額：50千円（１事業）
　○島根県立大学共同研究委託　　　　　　　　　　　　　2,000千円

【担当課】
　市民政策課

102 一般 県立大学等支援事業 800 800

【事業概要】
　島根県立大学「海遊祭」及びリハビリテーションカレッジ島根「学校
祭」に対する補助

【主な内容】
　○島根県立大学「海遊祭」　　　　　　　　　　　　　　　600千円
　○リハビリテーションカレッジ島根「学校祭」　　　　　　200千円

【担当課】
　市民政策課

103 一般 県立大学支援協議会助成事業 554 554

【事業概要】
　島根県立大学支援協議会への負担金

【主な内容】
　○県立大学支援協議会負担金　　　　　　　　　　　　　　554千円
　　構成：県西部の４市５町

【担当課】
　市民政策課

104 一般 留学生支援事業 1,800 1,800

【事業概要】
　島根県立大学に通う私費外国人留学生に対して、浜田国際交流協会を
通じて奨学金助成を行う

【主な内容】
　○留学生支援事業補助金　　　　　　　　　　　　　　　1,800千円
　　奨学生：３人　月額：50千円

【担当課】
　市民政策課

大学推進費

新生活よろず相談所開設 
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244,120 63,325

105 義務 防災会議費 287 287

【事業概要】
　防災会議や各自治区地区防災連絡協議会の開催経費

【主な内容】
　○浜田市防災会議開催経費　　　　　　　　　　　　　　 　93千円
　○金城地区防災連絡協議会開催経費　　　　　　　　　　　 91千円
　○旭地区防災連絡協議会開催経費　　　　　　　　　　　　 35千円
　○弥栄地区防災連絡協議会開催経費　　　　　　　　　　　 27千円
　○三隅地区防災連絡協議会開催経費　　　　　　　　　　　 28千円

【担当課】
　安全安心推進課・各支所自治振興課

106 一般 防災事務費 2,506 2,506

【事業概要】
　災害に強いまちづくりを推進することを目的とした事務執行に係る経
費

【主な内容】
　○県総合防災情報システム負担金　　　　　　　　　　　2,282千円

【担当課】
　安全安心推進課

107 一般 防災無線等施設維持管理費 23,606 23,501

【事業概要】
　防災行政無線、山崩れ発生予知施設、防災防犯メール等の維持管理に
係る事務費

【主な内容】
　○修繕料 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,851千円
 　 （個別受信機、屋外子局障害対応等）
　○情報通信料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,453千円
 　 （防災行政無線、山崩れ発生予知施設、防災防犯メール）
　○管理委託料　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　12,736千円
　　（防災行政無線装置、山崩れ発生予知施設、土砂災害相互通報シス
　　　テム等）

【担当課】
　安全安心推進課・各支所自治振興課

108 一般 河川管理施設維持管理費 1,185 6

【事業概要】
　各河川の樋門管理を地元消防団へ委託

【主な内容】
　○管理数
　　浜田川：３樋門　高佐川：１樋門　下府川：１５樋門
　　三隅川：２水門、５樋門　田原川：２樋門　周布川：２樋門

【担当課】
　安全安心推進課

109 一般 防災訓練事務費 1,342 1,342

【事業概要】
　各種訓練により市民及び職員の防災意識の高揚を図り、災害時の活動
内容の確認を行う

【主な内容】
　○浜田市防災訓練（市民参加型）

【担当課】
　安全安心推進課

防災諸費

防災訓練の様子 
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110 一般 備蓄物資配置事業 4,000 4,000

【事業概要】
　物資の更新及び分散備蓄の計画的実施

【主な内容】
　○更新備蓄物資（毛布・食糧品）購入　　　　　　　　　2,000千円
　○備蓄資機材（発電機・投光器等）購入　　　　　　　　2,000千円

【担当課】
　安全安心推進課

111 一般 国民保護事務費 104 104

【事業概要】
　国民保護協議会の運営を円滑に遂行することを目的とした事務執行に
係る経費

【主な内容】
　○国民保護協議会運営費　　　　　　　　　　　　　　　　104千円

【担当課】
　安全安心推進課

112 政策 地域安全まちづくり事業 13,559 13,559

【事業概要】
　自主防災組織育成による地域防災力の向上や、犯罪のない安全で安心
な地域社会の実現を目指す

【主な内容】
　○防犯カメラ（１３台）システム維持管理費　　　　　　3,536千円
　○自主防災組織に対する防災資機材購入等助成金　　　　3,000千円
　○クラウド型危機管理情報共有システム使用料　　　　　2,098千円
　○安全安心まちづくり推進大会開催経費　　　　　　　　1,000千円

【担当課】
　安全安心推進課

113 政策 東日本大震災被災地支援事業 5,808 5,808

【事業概要】
　東日本大震災に伴う被災地支援について人的支援を行う

【主な内容】
　○時間外勤務手当　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,000千円
　○職員派遣に伴う旅費　　　　　　　　　　　　　　　　2,568千円
　
【担当課】
　安全安心推進課・人事課

114 一般 新規 昭和58年災害記録番組制作事業 3,000 1,500

【事業概要】
　昭和５８年の大水害の記録映像を３０年の節目に編集し、番組で放送
することで市民の防災意識の高揚を図る

【主な内容】
　○記録番組制作業務委託料　　　　　　　　　　　　　　3,000千円
　
【担当課】
　三隅支所自治振興課
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115 投資 新規 防災行政無線個別受信機更新事業 161,123 0

【事業概要】
　非常時の連絡体制として大きな役割を果たす防災無線について、老朽
化の進んだ個別受信機の更新を行う

【主な内容】
　○防災行政無線個別受信機更新（金城・旭・三隅）　　161,123千円
　　（詳細はＰ２０９の事業概要説明参照）

【担当課】
　金城支所自治振興課・旭支所自治振興課・三隅支所自治振興課

116 投資 新規 防災行政無線屋外拡声子局設置事業 5,023 323

【事業概要】
　防災行政無線屋外拡声子局が設置されていない重富地区に新規整備を
行う

【主な内容】
　○防災行政無線屋外拡声子局設置工事
　　（詳細はＰ２０９の事業概要説明参照）

【担当課】
　旭支所自治振興課

117 政策 新規 地域防災計画改定事業 10,389 10,389

【事業概要】
　地域防災計画及び初動マニュアルの全面改定と避難所の調査を行う

【主な内容】
　○地域防災計画改定業務委託　　　　　　　　　　　　　4,677千円
　○災害時職員初動マニュアル作成業務委託　　　　　　　1,785千円
　○避難所現況調査及び避難所マニュアル作成業務委託　　3,927千円
　
【担当課】
　安全安心推進課

118 投資 新規 水利確保昇降階段設置事業 2,000 0

【事業概要】
　火災時の迅速な水利確保のため、河川護岸にタラップの設置を行う

【主な内容】
　○水利確保昇降階段設置工事
　
【担当課】
　旭支所自治振興課

119 義務 新規 職員給与費（防災諸費） 10,188 0

【事業概要】
　東日本大震災に伴う被災地支援の人的支援に係る職員の給与費

【主な内容】
　○一般職員　２人（再任用）

【担当課】
　人事課

1,526 1,526

120 一般 入札管理事務費 231 231

【事業概要】
　建設工事、コンサルタント等の請負契約に係る競争入札を実施するた
めの事務費

【主な内容】
　○配置技術者検索システム利用料　　　　　　　　　　　 　21千円

【担当課】
　管財課

入札管理費
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121 一般 電子入札システム運営負担金 1,295 1,295

【事業概要】
　島根県及び県内市町村が共同で開発・導入した電子入札システムの運
営負担金

【主な内容】
　○電子調達システム運用費負担金　　　　　　　　　　　1,295千円

【担当課】
　管財課

47,701 47,606

122 義務 市税等過誤納還付金 40,000 40,000

【事業概要】
　税額更正等に伴う過誤納金の還付金及び還付加算金

【主な内容】
　○市税等過誤納還付金　　　　　　　　　　　　　　　 40,000千円

【担当課】
　税務課

123 義務 石見法律相談センター助成事業 606 606

【事業概要】
　地域住民の法的サービス確保のために設置された石見法律相談セン
ターへ運営費を助成する

【主な内容】
　○石見法律相談センター負担金　　　　　　　　　　　　　606千円

【担当課】
　総務課

124 一般 協議会等負担金 7,095 7,000

　【事業概要】
　浜田市防犯協会会費等

【主な内容】
　○浜田市少年補導委員連絡会三隅支部補助金　　　　　　　95千円
　○浜田市防犯協会会費　　　　　　　　　　　　　　　 7,000千円

【担当課】
　安全安心推進課

233,852 147,114

125 義務 職員給与費（税務総務費） 223,460 136,722

【事業概要】
　税務に係る職員の給与費

【主な内容】
　○一般職員　３１人

【担当課】
　人事課

126 義務 固定資産評価審査委員会費 257 257

【事業概要】
　固定資産評価審査委員会開催に係る経費

【主な内容】
　○固定資産税評価審査委員会委員　３人　　　　　　　　　 72千円

【担当課】
　総務課

諸費

税務総務費
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127 義務 申告支援システム運営費 10,135 10,135

【事業概要】
　申告支援システムにより、スムーズな申告による市民サービスの向上
と迅速で正確な賦課事務を行う

【主な内容】
　○申告支援システム保守料　　　　　　　　　　　　　　3,900千円
　○申告支援システム使用料　　　　　　　　　　　　　　6,235千円

【担当課】
　税務課

174,956 161,889

128 義務 職員給与費（賦課徴収費） 58,254 58,254

【事業概要】
　市税等の賦課徴収に係る職員の給与費

【主な内容】
　○一般職員　８人

【担当課】
　人事課

129 一般 賦課事務費 24,011 20,343

【事業概要】
　市税等の賦課に関する事務執行に係る経費

【主な内容】
　○固定資産税の賦課に係る経費　　　　　　　　　　　　4,769千円
　○市民税の賦課に係る経費　　　　　　　　　　　　　　6,258千円
　○その他諸税の賦課に係る経費　　　　　　　　　　　　1,936千円

【担当課】
　税務課

130 一般 徴収事務費 13,122 12,042

【事業概要】
　市税等の徴収を円滑に遂行することを目的とした事務執行に係る経費

【主な内容】
　○収納嘱託員報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,013千円
　○インターネット公売システム使用料　　　　　　　　　　300千円

【担当課】
　徴収課

131 義務 固定資産評価基盤整備事業 17,708 17,708

【事業概要】
　固定資産税の平成２７年度評価替えに向けて、不動産鑑定士に委託し
て引き続き評価基準の見直しを検証するとともに、地番図データの異動
更新を行い土地評価や家屋評価に活用する

【主な内容】
　○固定資産評価基盤整備事業委託
　○地番図異動更新委託
　○土地異動判読業務委託

【担当課】
　税務課

賦課徴収費
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132 義務 固定資産管理システム運営費 6,674 6,674

【事業概要】
　固定資産税の賦課に必要な機器借上げ料及びシステム保守委託料

【主な内容】
　○土地評価システム保守委託料及び機器借上料　　　　　4,956千円
　○家屋評価システム保守委託料及び機器借上料　　　　　1,718千円

【担当課】
　税務課

133 一般 賦課事務支援事業（緊急雇用創出事業） 8,319 0

【事業概要】
　緊急雇用創出臨時特例基金事業を活用し、固定資産税及び市税等の公
正で効率的な賦課事務を行う

【主な内容】
　○新規雇用人数　４人

【担当課】
　税務課

134 政策 固定資産税家屋データ整備事業 26,144 26,144

【事業概要】
　平成２２年度に整備した地番図データを活用し、固定資産税家屋課税
台帳に登録されている記載事項（所在・種類・構造・床面積等）と現況
を照合し、公正で効率的な賦課事務を行う

【主な内容】
　○固定資産税家屋データ整備事業委託

【担当課】
　税務課

135 政策 不動産鑑定事業 20,724 20,724

【事業概要】
　固定資産税の平成２７年度評価替えに向け、価格調査基準日における
不動産鑑定価格を基に固定資産税評価額を算出するため、島根県不動産
鑑定士協会へ鑑定を委託する
　
【主な内容】
　○標準地不動産鑑定委託
　
【担当課】
　税務課

154,787 121,597

136 義務 職員給与費（戸籍住民基本台帳費） 131,875 120,762

【事業概要】
　戸籍住民基本台帳に係る職員の給与費

【主な内容】
　○一般職員　１７人

【担当課】
　人事課

戸籍住民基本台帳費
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137 一般 戸籍住民基本台帳事務費 13,025 142

【事業概要】
　戸籍や住民記録の管理、戸籍謄抄本、住民票、印鑑証明等の発行に係
る事務費

【主な内容】
　○ＦＡＸ等の情報通信料　                            1,332千円
　○模写伝送装置リース料　　                            165千円

【担当課】
　総合窓口課

138 義務 戸籍事務電算化事業 7,276 0

新規

【事業概要】
　平成１３年度導入の戸籍システムの保守経費等

【主な内容】
　○戸籍システム保守委託  　　　　　　　　　　      　3,112千円
　○審査・解説集・先例全文データ使用料　２台分　      　893千円
　○戸籍副本データ連携システム経費　　　　　　　　　　2,704千円

【担当課】
　総合窓口課

139 一般 旅券交付事務費 151 0

【事業概要】
　一般旅券の発給事務経費

【主な内容】
　○交付窓口端末本体リース料　                          102千円

【担当課】
　総合窓口課

140 義務 総合窓口システム改修事業 693 693

【事業概要】
　住民基本台帳法改正に伴う自動交付機の改修費

【主な内容】
　○自動交付機システム改修委託
　
【担当課】
　総合窓口課

141 一般 駅市民サロンサービス事業（緊急雇用創出事業） 1,767 0

【事業概要】
　緊急雇用創出臨時特例基金事業を活用し、駅市民サロン等で住民基本
台帳カード等の申請受付及び交付業務を行う

【主な内容】
　○新規雇用人数　１人

【担当課】
　総合窓口課

19,885 19,883

142 義務 選挙管理委員報酬 1,191 1,191

【事業概要】
　選挙管理委員会委員に支払う委員報酬

【主な内容】
　○選挙管理委員会委員　４人　　　　　　　　　　　　　1,191千円

【担当課】
　選挙管理委員会事務局

選挙管理委員会費
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143 義務 職員給与費（選挙管理委員会費） 17,671 17,671

【事業概要】
　選挙管理委員会に関する事務を実施するための職員の給与費

【主な内容】
　○一般職員　２人

【担当課】
　人事課

144 一般 選挙管理委員会事務局費 1,023 1,021

【事業概要】
　選挙事務及び委員会に関する各事業を円滑に遂行することを目的とし
た事務執行に係る経費

【主な内容】
　○選挙管理委員会事務経費　　　　　　　　　　　　　　　620千円

【担当課】
　選挙管理委員会事務局

129 129

145 一般 常時啓発事業 129 129

【事業概要】
　選挙啓発ポスターコンクールの開催等により選挙啓発を行う

【主な内容】
　○選挙啓発ポスターコンクール開催経費　　　　　　　　　122千円

【担当課】
　選挙管理委員会事務局

46,380 0

146 義務 参議院議員選挙費 46,380 0

【事業概要】
　参議院議員通常選挙を円滑に遂行することを目的とした事務執行に係
る経費

【主な内容】
　○参議院議員通常選挙執行経費　　　　　　　　　　　 46,380千円

【担当課】
　選挙管理委員会事務局

69,791 69,791

147 義務 市長・市議会議員選挙費 69,791 69,791

【事業概要】
　浜田市長・浜田市議会議員一般選挙を円滑に遂行することを目的とし
た事務執行に係る経費

【主な内容】
　○浜田市長・浜田市議会議員一般選挙執行経費　　　　 69,791千円

【担当課】
　選挙管理委員会事務局

10,004 9,409

148 義務 職員給与費（統計調査総務費） 8,930 8,930

【事業概要】
　統計調査に係る職員の給与費

【主な内容】
　○一般職員　１人

【担当課】
　人事課

参議院議員選挙費

市長・市議会議員選挙費

統計調査総務費

選挙常時啓発費
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149 一般 統計調査事務費 1,074 479

【事業概要】
　統計調査に関する各事業を円滑に遂行することを目的とした事務執行
に係る経費

【主な内容】
　○常任統計調査員　４０人　　　　　　　　　　　　　　　284千円

【担当課】
　総務課

9,770 0

150 一般 国基幹統計調査費 9,770 0

【事業概要】
　統計法に基づく統計調査の実施に係る経費

【主な内容】
　平成２５年度統計調査
　○学校基本調査　　　（調査期日：平成２５年５月１日）
　○住宅・土地統計調査（調査期日：平成２５年１０月１日）
　○漁業センサス　　　（調査期日：平成２５年１１月１日）
　○工業統計調査　　　（調査期日：平成２５年１２月３１日）

【担当課】
　総務課

37,069 37,069

151 義務 監査委員報酬 1,227 1,227

【事業概要】
　監査委員に支払う委員報酬

【主な内容】
　○監査委員　２人　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,227千円

【担当課】
　監査委員事務局

152 義務 職員給与費（監査委員費） 34,456 34,456

【事業概要】
　監査に係る職員の給与費

【主な内容】
　○一般職員　４人

【担当課】
　人事課

153 一般 監査委員事務局費 1,386 1,386

【事業概要】
　監査委員事務局の運営に係る経費

【主な内容】
　○監査業務強化のための研修経費　　　　　　　　　　　　770千円

【担当課】
　監査委員事務局

4,497,215 2,922,315

監査委員費

総務費合計

基幹統計調査費

-58-
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４．（衛　生　費）　　　3,233,040千円

整理
番号

事業
区分

前年
比較

  事業名及び事業概要 事業費 一般財源

489,236 414,888

254 義務 職員給与費（保健衛生総務費） 281,572 273,898

【事業概要】
　保健衛生に係る職員の給与費

【主な内容】
　○一般職員　３６人

【担当課】
　人事課

255 一般 保健衛生総務事務費 953 688

【事業概要】
　保健衛生事務に関する経費

【主な内容】
　○研修旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 56千円

【担当課】
　地域医療対策課・金城支所市民福祉課・三隅支所市民福祉課

256 一般 弥栄歯科診療所運営事業 3,294 3,294

【事業概要】
　所在地：弥栄町木都賀
　弥栄歯科診療所の運営経費

【主な内容】
　○歯科診療所委託費　                                3,240千円

【担当課】
　弥栄支所市民福祉課

257 一般 保健センター管理費 1,209 1,209

【事業概要】
　所在地：旭町今市、三隅町向野田
　保健センターの管理運営経費

【主な内容】
　○光熱水費、修繕料等施設管理経費　                  1,209千円

【担当課】
　旭支所市民福祉課・三隅支所市民福祉課

258 一般 乳幼児等健康診査事業 9,545 9,545

【事業概要】
　乳児健診、１歳６か月児健診、３歳児健診を実施し、乳幼児の健康問
題の早期発見、子育て相談に応じる

【主な内容】
　○乳幼児健康診査委託料                              4,126千円
　○すこやか健診・保育所・幼稚園巡回訪問

【担当課】
　子育て支援課・各支所市民福祉課

保健衛生総務費
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整理
番号

事業
区分

前年
比較

  事業名及び事業概要 事業費 一般財源

259 一般 食生活改善推進員育成事業 375 264

【事業概要】
　健康づくり活動の一環として食に関する地域リーダーを育成し、市民
自らが取り組む健康づくり活動を支援する

【主な内容】
　○食生活改善推進員研修費                  　          375千円

【担当課】
　地域医療対策課

260 一般 安心お産応援事業 44,296 44,296

【事業概要】
　お産応援システム体制等総合的な支援により安心して妊娠、出産でき
る環境づくりを構築する

【主な内容】
　○一般不妊治療費助成　                              1,800千円
　　年間40千円を上限に治療費を助成（最大３年間）
　○ママパパ学級の開催  他                            　236千円

260 義務 　○妊婦健康診査　　　　                             42,260千円
　　健康診査の公費負担（１４回）
　　（ＨＴＬＶ－１（白血病ウイルス）検査等を含む）

【担当課】
　子育て支援課

261 一般 地域医療連携事業 18,152 18,032

新規

【事業概要】
　浜田医療センターと医師会の連携による地域医療体制の確立に向けた
医療従事者の育成支援等の経費

【主な内容】
　○医療従事者の育成に向けた支援　　　　　　　        1,299千円
　　　研修医宿舎維持経費、地域医療夏季セミナー開催　他
　○看護師育成体制安定化に向けた支援　　　　　        3,620千円
　　　准看護学生貸付金、医療実習費補助
　○地域医療に対する啓発活動　　　　　　　　　        　518千円
　　　地域医療支援協議会負担金、啓発普及経費
　○家庭医・総合医の育成に向けた支援　　　　　　　　　7,715千円
　　　家庭医療後期研修プログラムによる研修医受入経費

261 政策 　○産婦人科分野の研究委託　　　　　　　　　          5,000千円
　　　研究委託先：島根大学・山口大学

【担当課】
　地域医療対策課

262 一般 看護師スキルアップ・ラボ事業 1,000 0

【事業概要】
　再就職やスキルアップを目指す看護師への支援等を行う（平成２１年
度以降実施してきた委託内容のうち、リターンナースプログラム、復職
支援相談等は浜田医療センターが主体となって継続実施し、地域の看護
師を対象とした研修部分のみを市からの委託事業とする）
※事業の広報、潜在看護師の発掘など周知啓発部分は双方で担う

【主な内容】
　○看護師スキルアップ・ラボ事業委託料（地域看護師研修）700千円
　○周知啓発経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　300千円

【担当課】
　地域医療対策課
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整理
番号

事業
区分

前年
比較

  事業名及び事業概要 事業費 一般財源

263 一般 がん検診事業 47,740 41,340

【事業概要】
　がんの早期発見の重要性の観点から、効果的・効率的な受診や重点的
な受診勧奨を行い、がん検診受診率の向上を図る

【主な内容】
　○胃がん検診　　（対象者：２４，７２２人）          7,140千円
　○子宮頸がん検診（対象者：１９，６４７人）         12,934千円
　○肺がん検診　　（対象者：２４，７２２人）          2,144千円
　○大腸がん検診　（対象者：２４，７２２人）          6,944千円
　○乳がん検診　　（対象者：１５，８５７人）         10,996千円
　○前立腺がん検診（対象者：　８，３９５人）          6,782千円
　○時間外子宮頸がん検診                                800千円

【担当課】
　地域医療対策課

264 義務 リハビリテーションカレッジ島根支援事業 16,000 0

【事業概要】
　入学者増加対策としてリハビリテーションカレッジ島根が実施する入
学金助成に支援を行う

【主な内容】
　○リハビリテーションカレッジ島根助成金             16,000千円
　○入学金助成　２０万円×８０人分
　　（入学金返戻額の２／３を助成）

【担当課】
　三隅支所市民福祉課

265 政策 ＰＥＴ－ＣＴがん検診助成事業 2,000 0

【事業概要】
　浜田圏域の平均寿命の引き下げの要因であるがんの早期発見を促すた
め、浜田医療センターに設置されているＰＥＴ－ＣＴによるがん検診受
診者に対し助成を行う

【主な内容】
　○ＰＥＴ－ＣＴがん検診助成金                        2,000千円
　○助成内容：２万円（自己負担額９万円のうちの２万円）
　○対象者：１００人

【担当課】
　地域医療対策課

266 義務 子宮頸がんウイルス検査助成事業 6,359 6,359

【事業概要】
　子宮頸がん検診の実施に合わせて、ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ
ウイルス）検査を個人負担なしで受けられるように費用の助成を行い、
子宮頸がんの早期発見を図る

【主な内容】
　○ＨＰＶウイルス検査委託費                          6,359千円
　○対象者：２，０００人

【担当課】
　地域医療対策課

［がん検診普及活動］ 
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267 政策 看護学校学生宿舎設置助成事業 1,388 1,388

【事業概要】
　看護学校及び准看護学校学生宿舎の設置者に対し、固定資産税相当額
の助成を行う（５年間）

【主な内容】
　○看護学校学生宿舎設置助成（１件）　                1,388千円

【担当課】
　地域医療対策課

268 義務 骨髄バンクドナー支援事業 420 420

【事業概要】
　財団法人骨髄移植推進財団が実施する骨髄バンク事業のドナー候補者
が円滑に骨髄等が提供できるよう支援を行う

【主な内容】
　○骨髄バンクドナー支援助成金                          420千円
　○助成内容：入通院１日あたり２万円（上限７日間）
　○対象者：骨髄バンクのドナーとなり骨髄等を提供した者
　　　　　　（浜田市に住所を有することが要件）

【担当課】
　地域医療対策課

269 一般 新規 ストップ・ザ生活習慣病対策事業 4,553 4,553

【事業概要】
　がん、脳卒中、糖尿病をはじめとする生活習慣病予防のために、生涯
を通じた活動と市民との協働による健康づくりの総合的な推進を図る
（次世代育成支援事業・国民健康保険特別会計より内容を再構築し、本
事業に組替え）

【主な内容】
　○脳卒中、糖尿病、循環器疾患等生活習慣病対策　　　    328千円
　○働き盛りの人等への検診受診の動機づけ　　　   　　 　525千円
　○食育推進・食生活改善　　　                  　　 　 721千円
　○市民組織との協働による健康づくり活動の推進　　　  1,987千円

【担当課】
　地域医療対策課

270 政策 新規 浜田医療センターヘリポート整備支援事業 35,000 0

【事業概要】
　浜田医療センターのドクターヘリ等離着陸場となるヘリポート整備に
対して補助を行うことにより、浜田圏域の救急医療及び災害時の救命救
急の充実を図る
　○補助割合　県：市＝２：１

【主な内容】
　○ヘリポート整備費助成金　   　　　　　       　　 35,000千円

   （※詳細はＰ２１１の事業概要説明参照）

【担当課】
　地域医療対策課

-86-



整理
番号

事業
区分

前年
比較

  事業名及び事業概要 事業費 一般財源

271 義務 老人保健医療事業（精算） 2,500 2,500

【事業概要】
　老人保健医療制度から後期高齢者医療制度への移行による、平成２０
年３月診療分までの医療給付に関する精算に係る経費

【主な内容】
　○医療給付費　　　　　                                100千円
　○交付金精算返還金　                                2,346千円

【担当課】
　医療保険課

272 一般 健康増進事業 10,457 7,102

【事業概要】
　健康増進法に基づき、４０歳以上の市民に対して健康の保持増進を図
る

【主な内容】
　○健康手帳作成                                        221千円
　○健康診査費                                        4,765千円
　○健康教育                                          2,547千円
　○健康相談                                          1,998千円
　○訪問指導                                            926千円

【担当課】
　地域医療対策課・各支所市民福祉課

273 一般 新規 健康づくりと地域医療を守り育てる推進事業（緊急雇用創出事業） 2,423 0

【事業概要】
　緊急雇用創出臨時特例基金事業を活用し、平成２４年度に見直し策定
され平成２５年度からスタートする、浜田市健康増進計画の施策展開の
補助と、「浜田市健康づくりと地域医療を守り育てる条例」の基本理念
にのっとった健康づくりの取り組みを通して、地域医療を守り育てるた
めの住民啓発活動等の推進にあたる

【主な内容】
　○新規雇用人数　１人

【担当課】
　地域医療対策課

220,052 199,431

274 一般 高齢者インフルエンザ予防接種事業 45,578 29,253

【事業概要】
　高齢者のインフルエンザの発症予防・重症化を防止するとともに集団
的まん延を予防するための予防接種を行う

【主な内容】
　○インフルエンザ予防接種                           45,578千円
　○対象者：１１，２５０人

【担当課】
　地域医療対策課

感染症予防費

［健康相談事業］ 

 会場：健康福祉フェスティバル 
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275 義務 予防接種健康被害障害年金等給付事業 5,730 1,434

【事業概要】
　予防接種による健康被害の救済を図るための障害年金等の支給費

【主な内容】
　○予防接種健康被害障害年金・介護加算・医療手当      5,730千円
　○対象者：１人

【担当課】
　地域医療対策課

276 一般 予防接種事業 59,866 59,866

新規

拡充
拡充

【事業概要】
　感染症の予防と重症化の予防のため、乳幼児・児童・生徒に予防接種
を行う

【主な内容】
　○個別接種                                         59,866千円
　　ＢＣＧ　（対象者数：　　４５０人）　　　　　　　　5,052千円
　　三種混合（対象者数：　　５５０人）　　　　　　　  5,196千円
　　二種混合（対象者数：　　５００人）　　　　　　　　3,529千円
　　麻疹風疹（対象者数：　　９００人）　　　　　　　 11,971千円
　　不活化ポリオ（対象者数：８８０人）　    　　　　 11,383千円
　　四種混合（対象者数：１，６６０人）　　　　　　　 22,735千円
　※対象者数は出生見込み数や転入者数を加えた見込み人数
　※上記のうち、不活化ポリオワクチン導入による影響分
　　（19,393千円）を新規経費扱いとする

【担当課】
　地域医療対策課
　

277 義務 子宮頸がん等ワクチン接種促進事業 64,180 64,180

【事業概要】
　子宮頸がんや乳幼児の細菌性髄膜炎等の発症を予防するためのワクチ
ン接種を実施する

【主な内容】
　○子宮頸がん予防　　　　　　　　                    7,386千円
　　ＨＰＶワクチン
　　対象者：中学校１年生～高校１年生相当女子（１，１７０人）
　○細菌性髄膜炎等予防　　　　　　                   56,794千円
　　ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン
　　対象者：０歳～４歳児（２，２５９人）
　※対象者数は出生見込み数及び既接種回数を考慮した見込み人数

【担当課】
　地域医療対策課

278 義務 日本脳炎予防接種事業 33,923 33,923

【事業概要】
　感染症の予防と重症化の予防のため、乳幼児・児童及び積極的な勧奨
の差し控えにより接種機会を逃した者に予防接種を行う

【主な内容】
　○日本脳炎予防　                                   33,923千円
　○対象者：３歳～５歳児（１，６２８人）
　　　　　　６歳～１７歳児（接種差し控え者）（４，９６３人）

【担当課】
　地域医療対策課
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279 政策 任意予防接種事業 6,206 6,206

新規

【事業概要】
　ワクチン接種による発症予防効果や重症化予防効果の高い水痘・おた
ふくかぜ・インフルエンザの予防接種費用の一部助成

【主な内容】
　○水痘、おたふくかぜワクチン接種費用助成　 　　　   2,898千円
　　対象者：１歳児（４６０人）
　　助成額：水痘 5,000円　おたふくかぜ 4,000円
　○インフルエンザワクチン接種費用助成　  　　 　　　 2,992千円
　　対象者：１歳児～未就学児（２，７２０人）
　　助成額：1,000円／回（上限２回）

【担当課】
　地域医療対策課

280 一般 感染症予防事業 4,569 4,569

【事業概要】
　結核のまん延予防を図るため、６５歳以上の方に結核検診を実施す
る。また、従来国民健康保険特別会計で実施してきたエイズ予防事業、
新型インフルエンザ対策事業を組替え、実施する

【主な内容】
　○結核検査委託料　                                  4,302千円
　　対象者：６５歳以上（３，０００人）
　○エイズ啓発パンフレットの作成等　　　　　　　　　　　267千円
　　※国民健康保険特別会計より本事業に組替え

【担当課】
　地域医療対策課

140,629 47,864

281 義務 乳幼児医療費助成事業 96,208 46,787

【事業概要】
　島根県の補助制度を活用し、小学校就学前の乳幼児の入通院、就学後
から２０歳未満までの児童等の慢性呼吸器疾患等１１疾患群による入院
を対象に、医療費の助成を行う

【主な内容】
　○乳幼児医療費助成　                               90,611千円
　○助成内容：医療費負担割合　１割
　　　　　　　自己負担限度額
　　　　　　　入院：2,000円／月　通院：1,000円／月
　
【担当課】
　医療保険課

乳幼児等医療費
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282 義務 児童医療費助成事業 40,633 28

拡充

【事業概要】
　乳幼児医療費助成事業の対象年齢を市独自に拡大し、子育て世帯の更
なる負担軽減を図る

【主な内容】
　○助成対象：小学校１年生から小学校３年生までの児童
　　　　　　（約１，４００人）
　　　　　　　自己負担額
　　　　　　　入院：2,000円／月　通院：1,000円／月
　○医療費助成額　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24,929千円
 
　※平成２５年７月から助成対象を小学６年生まで拡大
　○助成対象者数：約１，４５０人
　　自己負担限度額は未就学児と同額
　○医療費助成額　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,072千円

【担当課】
　医療保険課

283 義務 新規 未熟児養育医療事業 3,788 1,049

【事業概要】
　法改正により県から権限移譲を受けた未熟児養育医療の認定及び給付
に係る経費

【主な内容】
　○未熟児養育医療費                                  3,753千円
　○助成対象：市内に住所を有する満１歳未満の未熟児であり医師が
　　　　　　　治療を必要と認めた者
　○自己負担額　無料（通常2,000円を市が独自支援）

【担当課】
　医療保険課

668,555 651,409

284 一般 環境衛生事業 8,533 8,533

【事業概要】
　環境衛生・公衆衛生に係る業務を行い、快適な生活環境の維持を図る

【主な内容】
　○側溝等消毒事業委託料　                            7,101千円
　○環境・衛生各種団体補助金　　                        330千円

【担当課】
　環境課・各支所市民福祉課

285 一般 狂犬病予防対策事業 1,219 0

【事業概要】
　犬の登録、狂犬病予防接種を実施するとともに、適正飼育のための意
識啓発を行う

【主な内容】
　○狂犬病予防注射獣医師会委託料　　　　　　　　　　　　 93千円
　○狂犬病予防注射済票交付等委託料　　　　　　　　　　　524千円

【担当課】
　環境課・各支所市民福祉課

286 政策 簡易水道事業特別会計繰出金 456,919 456,919

【事業概要】
　簡易水道事業運営に係る一般会計繰出金

【主な内容】
　○簡易水道事業特別会計繰出金　                    456,919千円

【担当課】
　上下水道部管理課

環境衛生費
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287 政策 水道事業会計繰出金 135,986 135,986

【事業概要】
　水道整備に係る企業債償還金等に対する一般会計繰出金

【主な内容】
　水道事業会計繰出金
　○企業債償還分　　　　　　                      　113,905千円
　○簡易専用水道分　　　　　　　                      　736千円
　○水道企業職員児童手当分　　　                      1,724千円
　○未普及地域設備更新分　　　　                      2,000千円
　○専用水道分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　43千円
  ○事務委託料（簡易水道分、下水道分）　　　　　　　　6,428千円
　○維持管理費分　　　　　　　                       11,150千円
　（後野・佐野・宇津井地区、三階・長見地区、美川南地区）
 
【担当課】
　上下水道部管理課

288 一般 環境アダプトプログラム推進事業 313 313

【事業概要】
　ボランティアによる公共の場所（公園・広場等）の清掃美化活動を支
援する

【主な内容】
　○花苗・清掃用具購入費　                              227千円
　○ボランティア清掃保険料　                             86千円
　　登録数：２７団体（平成２５年１月現在）

【担当課】
　環境課

289 政策 飲料水安定確保対策事業 12,400 10,000

【事業概要】
　水道整備・拡張計画のない地域等において、飲用井戸等を設置する方
に対して経費の一部を補助し、安定した飲料水の確保を図る

【主な内容】
　○新設に対する補助　　　                           10,000千円
　　５戸分　１戸あたり上限2,000千円補助（全市適用）
　○設備更新に対する補助　                            2,400千円
　　個人管理施設１０戸分　１戸あたり上限240千円補助（三隅）

【担当課】
　環境課・各支所市民福祉課

290 政策 生活排水処理事業特別会計繰出金 36,450 27,084

【事業概要】
　生活排水処理事業運営に係る一般会計繰出金

【主な内容】
　○生活排水処理事業特別会計繰出金　                 36,450千円

【担当課】
　下水道課

地球を大切に！ 
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291 一般 総合福祉センター浴場開放事業 1,252 1,252

【事業概要】
　自宅に入浴設備のない家庭に対して入浴機会の確保を図る
   場所：総合福祉センター
   開設：火・木・土曜日
   時間：火・木曜日　　１６時～１８時
　　　 　土曜日　　　　１２時～１８時

【主な内容】
　○浴場管理業務委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　654千円
　○浴場施設借上料　　                                  598千円

【担当課】
　環境課

292 一般 もったいない推進事業 1,018 1,018

【事業概要】
　浜田市地球温暖化対策推進計画に基づく地域の実情に応じた温暖化対
策経費

【主な内容】
　○はまだエコライフ推進隊活動補助金　                　930千円
　　＜エコライフ推進隊の活動内容＞
　　　グリーンカーテン普及促進、マイバッグ持参運動等

【担当課】
　環境課

293 一般 地球温暖化対策支援事業 9,600 9,600

【事業概要】
　住宅用太陽光発電システムを設置する個人に対して、市独自の助成を
行う

【主な内容】
　○住宅用太陽光発電システム設置者への補助金　        9,600千円
　　１件あたり　30,000円×４ｋｗ（上限120千円）

【担当課】
　環境課

294 政策 上水道配水池緊急遮断弁整備事業 2,000 0

【事業概要】
　所在地：下府町（国府配水池）
　災害時の水道管の破損事故等による配水池からの水道水流出を防ぎ、
飲料水を確保することを目的として、大規模配水池に緊急遮断弁を設置
する

【主な内容】
　○国府配水池緊急遮断弁整備事業負担金　              2,000千円

【担当課】
　上下水道部管理課
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295 一般 エコライフ推進事業（緊急雇用創出事業） 2,161 0

【事業概要】
　緊急雇用創出臨時特例基金事業を活用し、地球温暖化対策の普及啓発
を行う

【主な内容】
　○新規雇用人数　１人

【担当課】
　環境課

296 一般 新規 電気自動車急速充電器管理事業 704 704

【事業概要】
　平成２４年度に設置した電気自動車の急速充電器に係る維持管理費

【主な内容】
　○急速充電器電気料　　　　　　　　　　　　　　　　　　600千円

【担当課】
　環境課

42,536 29,872

297 義務 環境審議会費 262 262

【事業概要】
　市長の諮問に応じ、環境保全に関する基本的事項について調査・審議
する（環境審議会委員　１９人）

【主な内容】
　○委員報酬                                            234千円
　○費用弁償                                             28千円

【担当課】
　環境課

298 一般 公害対策事業 365 365

【事業概要】
　水質・騒音・振動・悪臭などの公害対策に係る検査等の経費

【主な内容】
　○水質検査等手数料　                                  320千円

【担当課】
　環境課・各支所市民福祉課

299 政策 合併処理浄化槽設置助成事業 40,377 27,713

【事業概要】
　公共用水域の生活排水対策のため、合併浄化槽の普及を図る

【主な内容】
　○合併処理浄化槽設置補助金                         40,295千円
　　５人槽：７５基　７人槽：３０基　１０人槽：５基

【担当課】
　下水道課

300 一般 生活排水対策推進事業 736 736

【事業概要】
　生活排水による水質汚濁の状況を把握するため、河川の水質状況の監
視を行う

【主な内容】
　○河川水質検査委託（市内４４箇所）

【担当課】
　環境課

公害対策費
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301 一般 自動車騒音常時監視事業 796 796

【事業概要】
　騒音規制法に基づき、自動車騒音の２４時間監視、道路交通情勢の把
握、周辺地域の面的評価を行う

【主な内容】
　○自動車騒音常時監視業務委託

【担当課】
　環境課

50,106 33,429

302 一般 火葬場管理運営費 37,928 28,583

【事業概要】
　所在地：港町、旭町今市、弥栄町木都賀、三隅町西河内
　火葬場業務の委託及び火葬場施設の維持管理並びに霊柩車の運行委託
を行う

【主な内容】
　○霊柩車運行委託料（弥栄） 　　　　　　　　　　　　　  99千円
　○指定管理委託料
　　浜田：(有)ライフサポート（Ｈ２４～Ｈ２６）       22,011千円
　　旭  ：(有)旭運送（Ｈ２４～Ｈ２６）                3,755千円
　　弥栄：(有)ライフサポート（Ｈ２４～Ｈ２６）        3,022千円
　　三隅：(資)三隅霊奉苑（Ｈ２４～Ｈ２６）  　        8,953千円

【担当課】
　環境課・旭支所市民福祉課・弥栄支所市民福祉課・三隅支所市民福祉
課

303 一般 火葬場設備整備事業 4,846 4,846

【事業概要】
　火葬場設備の維持、改修に係る経費

【主な内容】
　○緊急修繕費　　                              　　　1,200千円

【担当課】
　環境課・旭支所市民福祉課・弥栄支所市民福祉課・三隅支所市民福祉
課

304 一般 霊園管理運営費 7,332 0

新規

【事業概要】
　市が管理する霊園の永続性の確保と安定的な運営を図る
　竹迫・笠柄霊園（７５４区画）

【主な内容】
　○植栽管理等委託料
　○竹迫霊園増設工事（１５区画）

【担当課】
　環境課

10,137 3,007

305 一般 休日診療所管理運営費 10,137 3,007

【事業概要】
　休日における初期救急患者に対して応急的な診療を行う休日応急診療
所の開設等経費

【主な内容】
　○浜田：休日応急診療所開設　　　　　　　            7,056千円
　○金城・旭・弥栄・三隅：在宅当番医制委託　          3,081千円

【担当課】
　地域医療対策課

霊園・火葬場費

休日診療所管理費
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138,088 87,548

306 義務 環境清掃対策審議会費 315 315

【事業概要】
　市長の諮問に応じ、廃棄物処理、資源再生等について調査・審議する
（環境清掃対策審議会委員　１５人）

【主な内容】
　○委員報酬                                            270千円
　○費用弁償                                             45千円

【担当課】
　環境課

307 義務 職員給与費（清掃総務費） 82,739 74,090

【事業概要】
　清掃に係る職員の給与費

【主な内容】
　○一般職員　１０人

【担当課】
　人事課

308 一般 清掃管理事務費 13,527 13,143

【事業概要】
　ごみの適正排出、減量化及び収集業務等に係る事務経費

【主な内容】
　○ごみ収集計画表作製
　○生ごみ処理機購入補助　                            1,600千円
    （補助額上限：20千円／件）

【担当課】
　環境課・各支所市民福祉課

309 一般 ごみ処理対策事業 41,507 0

【事業概要】
　ごみ袋の作製・販売等に係る経費

【主な内容】
　○ごみ袋取扱手数料　                                7,458千円
　○ごみ袋作製委託

【担当課】
　環境課

1,285,619 1,088,070

310 一般 ごみ収集業務運営費 158,337 67,070

【事業概要】
　一般廃棄物の収集運搬及び不法投棄防止対策等に係る経費

【主な内容】
　○ごみ収集業務委託

【担当課】
　環境課・各支所市民福祉課

塵芥処理費

清掃総務費
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311 政策 浜田地区広域行政組合負担金 824,163 824,163

【事業概要】
　ごみ処理事業に係る負担金

【主な内容】
　○可燃ごみ処理事業に係る負担金                    795,811千円
　○不燃ごみ処理業務の派遣職員給与費等負担金         28,352千円

【担当課】
　環境課

312 義務 再生用資源ごみ処理事業 114,121 97,061

【事業概要】
　資源ごみの再資源化により、ごみの減量化、資源の有効活用、埋立処
分の減量化を図る

【主な内容】
　○古紙・古着搬出処理等委託料　　　　　　　　　　　112,114千円
　
【担当課】
　環境課

313 一般 不燃ごみ処理場管理運営費 41,161 0

【事業概要】
　所在地：生湯町
　不燃ごみ処理場の管理運営に係る経費

【主な内容】
　○光熱水費                                    　　 13,152千円
　○施設保守点検等委託料　　　　　　　　　　　　　　　8,652千円

【担当課】
　環境課

314 政策 不燃ごみ処理場改修事業 30,000 1,500

【事業概要】
　所在地：生湯町
　不燃ごみ処理場の設備の改修に係る経費

【主な内容】
　○浸出水処理施設・粗大ごみ処理施設補修工事

【担当課】
　環境課

315 一般 資源ごみ収集事業 52,965 51,665

【事業概要】
　浜田自治区の資源ごみの収集業務に係る経費

【主な内容】
　○資源ごみ収集業務委託
　○収集品目：缶、古紙、びん、ペット・プラ

【担当課】
　環境課

316 義務 不燃ごみ収集事業 13,011 13,011

【事業概要】
　浜田自治区の不燃ごみ収集業務に係る経費

【主な内容】
　○不燃ごみ収集業務委託

【担当課】
　環境課
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317 一般 リサイクル啓発事業 710 710

【事業概要】
　廃食用油の拠点回収を行い、リサイクル意識の啓発を図る

【主な内容】
　○廃食用油回収委託

【担当課】
　環境課

318 一般 埋立処分地施設管理費 3,761 0

【事業概要】
　所在地：生湯町
　埋立処分地施設の管理運営に係る経費

【主な内容】
　○水質検査等委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　2,801千円

【担当課】
　環境課

319 一般 最終処分場廃止調査事業 1,721 1,721

【事業概要】
　所在地：三隅町三隅
　最終処分場廃止に伴う周辺地域の生活環境に及ぼす影響の調査を行う

【主な内容】
　○最終処分場廃止調査業務委託料　　　　　　　　　　　1,721千円
    （水質調査、ガス調査等）

【担当課】
　環境課・三隅支所市民福祉課

320 義務 職員給与費（塵芥処理費） 30,303 30,303

【事業概要】
　塵芥処理に係る職員の給与費

【主な内容】
　○一般職員　４人

【担当課】
　人事課

321 政策 新規 埋立処分場調整池等改修事業 15,366 866

【事業概要】
　所在地：生湯町
　埋立処分場調整池の修復及びサンプル抽出用のボーリングを行う

【主な内容】
　○埋立処分場調整池改修工事
　○観測抗ボーリング工事

【担当課】
　環境課
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188,082 95,299

322 一般 公衆便所等清掃事業 2,643 2,633

【事業概要】
　市内公衆便所の清掃管理経費
　１０箇所：浜田１　金城５　旭１　弥栄２　三隅１
　　　　　（栄町・雲城・今福・波佐・美又口・小国・今市・長安
　　　　　　・杵束・三隅支所前）

【主な内容】
　○公衆便所等清掃業務委託料　　　　　　　　　　　　　　979千円
　○浄化槽維持管理委託料　　　　                        217千円
　○朝日町・紺屋町トイレ維持管理謝礼                    150千円

【担当課】
　環境課・各支所市民福祉課

323 一般 浜田浄苑管理運営費 81,963 57,890

【事業概要】
　所在地：治和町
　し尿処理施設の管理運営に係る経費

【主な内容】
　○燃料費                        　　　　　　   　　 6,147千円
　○光熱水費                                  　　　 33,114千円
　
【担当課】
　環境課

324 義務 浜田地区広域行政組合負担金 9,147 9,147

【事業概要】
　し尿処理業務における広域行政組合派遣職員に係る負担金

【主な内容】
　○派遣職員給与費等負担金                            9,147千円

【担当課】
　環境課

325 政策 浜田浄苑環境整備事業 73,000 4,300

【事業概要】
　し尿処理施設の改修に係る経費

【主な内容】
　○処理設備修繕工事・焼却炉補修工事

【担当課】
　環境課

326 義務 職員給与費（し尿処理費） 21,329 21,329

【事業概要】
　し尿処理に係る職員の給与費

【主な内容】
　○一般職員　３人

【担当課】
　人事課

3,233,040 2,650,817

し尿処理費

衛生費合計
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５．（労　働　費）　　60,132千円

整理
番号

事業
区分

前年
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  事業名及び事業概要 事業費 一般財源

54,100 4,674

327 一般 縮減 浜田地区労働者福祉協議会助成事業 800 800

【事業概要】
　勤労者の福利厚生活動に対する助成

労働諸費

　
【主な内容】
　○助成事業補助金　                                  　800千円

【担当課】
　産業政策課

328 一般 島根県西部勤労者共済会助成事業 13,300 3,874

【事業概要】
中小企業の福利厚生事業を展開する（財）島根県西部勤労者共済会に　中小企業の福利厚生事業を展開する（財）島根県西部勤労者共済会に

対する運営費補助金
　○島根県西部全市町が加盟
　　　平成２５年１月１日現在　 　 会員数  ７，３４７名
　　　　　　　　　　　　　　　  事業所数　８２８事業所

【主な内容】
　○運営費補助金　　                                 13,300千円

【担当課】【担当課】
　産業政策課

329 一般 勤労者福祉預託金 40,000 0

【事業概要】
　勤労者福祉向上融資制度への預託金

【主な内容】
　○勤労者福祉対策事業資金　　　　　　　　　　　　　 40,000千円

【担当課】
　産業政策課

6,032 5,696

330 一般 勤労青少年ホーム管理運営費 6,032 5,696

【事業概要】
　勤労青少年福祉の増進を図ることを目的として開館した勤労青少年
ホームの維持管理経費

館長 産業政策課長が兼務

勤労青少年ホーム費

　館長：産業政策課長が兼務
　指導員　１人　　管理人　１人　　パート職員　１人
　開館時間　月、水～土　１３：００～２２：００
　　　　　　日 　　 　　　９：００～１７：００
　閉館日　　毎週火曜日　祝日　年末年始
　年間利用人数　２０，３３３人（平成２３年度実績）

【主な内容】
　○非常勤嘱託職員報酬　　                            3,443千円

○その他管理費 2 589千円　○その他管理費 　　　                             　2,589千円

【担当課】
　産業政策課

60,132 10,370労働費合計
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６．（農林水産業費）　　　2,011,358千円

整理
番号

事業
区分

前年
比較

  事業名及び事業概要 事業費 一般財源

40,921 35,144

331 義務 農業委員会委員報酬 9,574 9,574

【事業概要】
　農業委員会委員に対する報酬

○条例定数 ３０人（公選委員） 推薦委員 ７人（議会４人

農業委員会費

　○条例定数　３０人（公選委員）　推薦委員　７人（議会４人、
　　関係団体３人）

【主な内容】
　○委員報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  9,574千円

【担当課】
　農業委員会

332 義務 職員給与費（農業委員会費） 26,452 22,982

【事業概要】
　農業委員会に係る職員の給与費

【主な内容】
　○一般職員　３人

【担当課】
人事課　人事課

333 一般 農業委員会事務局費 4,895 2,588

拡充

【事業概要】
　農業に関する法律に基づく農地問題の公正円滑な処置、農地の利用増
進、行政庁からの諮問に対し答申等を行うための事務執行に係る経費

【主な内容】
○農地制度実施円滑化事業費（農地パトロールの強化） 1 816千円拡充 　○農地制度実施円滑化事業費（農地パトロールの強化）　1,816千円

　○農地地図情報システム等保守委託

【担当課】
　農業委員会

230,452 228,696

334 義務 職員給与費（農業総務費） 217,884 217,884

【事業概要】

農業総務費

【事業概要】
　農業総務に係る職員の給与費

【主な内容】
　○一般職員　２８人

【担当課】
　人事課

335 一般 農業総務事務費 5,053 4,994

【事業概要】
　農業に関する各事業を円滑に遂行することを目的とした事務執行に係
る経費

【主な内容】
　○農道台帳管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　961千円

○協議会等負担金 1 219千円　○協議会等負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,219千円

【担当課】
　農林課

- 100 -



整理
番号

事業
区分

前年
比較

  事業名及び事業概要 事業費 一般財源

336 一般 水田農業構造改革推進事業 4,209 4,209

【事業概要】
　地域における米の需要に応じた米の生産を推進し、水田農業構造改革
及び水田を活用した作物の産地づくりの推進を図る

【主な内容】
　○地域振興作物への作付を図る農業者に対する出荷苗代助成域 興作物 作付 図 農業者 出荷苗代助成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,165千円

【担当課】
　農林課

337 義務 農業制度資金利子補給事業 3,306 1,609

【事業概要】
　農業経営の改善を図り、事業の近代化を推進するため、民間資金の融
資を受けた農業者に対し利子補給を行う資 受け 農業者 対 利子補給 行う

【主な内容】
　○農業制度資金利子補給　既決分　４５件　　　　　　　3,306千円

【担当課】
　農林課

509,963 163,695

338 一般 有害鳥獣被害防止施設整備事業 2,073 2,073
農業振興費

338 般 有害鳥獣被害防止施設整備事業 , ,

【事業概要】
　有害鳥獣による農作物等の被害を未然に防ぐことを目的とし、侵入防
止柵及び捕獲檻の設置に対して補助する
　○補助率：１／２（限度額：防護柵50千円・捕獲檻80千円）

【主な内容】
　○防護柵・捕獲檻等設置費補助金
　　　設置予定基数　防護柵　２６基　　　　　　　　　　1,273千円

捕獲檻 １０基 800千円　　　　　　　　　　捕獲檻 １０基　　　　　　　　　　  800千円

【担当課】
　農林課

339 義務 中山間地域等直接支払事業 196,269 48,348

【事業概要】
　農用地の持つ国土保全等の多面的機能を確保するとともに、条件不利
地における耕作を支援し、中山間地域における農業生産活動の維持を図
るる
　○負担割合：国１／２　県１／４　市１／４
　○集落協定締結（浜田２０、金城３９、旭３５、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　弥栄２０、三隅１６）
　○個別協定締結（浜田１、金城１、旭３、弥栄６）

【主な内容】
　○直接支払交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　187,590千円

【担当課】【担当課】
　農林課

340 一般 特産品展示販売センタ－管理費 4,980 4,183

【事業概要】
　所在地：三隅町折居
　特産品展示販売センターの管理運営に要する経費

【主な内容】
○維持修繕料 250千円　○維持修繕料　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　 250千円

　○指定管理委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,730千円
　　　指定管理者：（有）ゆうひパーク三隅（Ｈ２４～Ｈ２８）

【担当課】
　三隅支所産業課
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341 一般 ふるさと体験村維持管理事業 31,638 25,729

【事業概要】
　所在地：弥栄町三里
　ふるさと体験村の管理運営に要する経費

【主な内容】
　○指定管理委託料　　　　　　　　　　　　　　　　 　25,622千円指 管 託料 , 千円
　　　指定管理者：（財）ふるさと弥栄振興公社（Ｈ２４～Ｈ２８）
　○維持補修費（修繕費・工事費等）  　 　　　　　　 　3,381千円
　○施設管理費（土地借上料等）　　　　　　　 　　 　　　483千円
  ○駐車場排水溝整備・ログハウス進入路舗装工事　　　　2,152千円
　　　（電源立地地域対策交付金活用）

【担当課】
　弥栄支所産業課

342 一般 棚田保全事業 535 535

【事業概要】
　所在地：三隅町室谷
　室谷遊歩道と上室谷集会所の維持管理費

【主な内容】
　○遊歩道・公衆便所の管理委託料　　　　　　　　　　　　404千円
　○展望台支障木伐採委託料　　　　　　　　　　　　　　　116千円

【担当課】
　三隅支所産業課

343 一般 新規就農促進対策事業 10,796 0

【事業概要】
　農業研修生の受入れ及び実践研修のための経費（弥栄）

【主な内容】
○実践研修生受入委託料（ 60千円／月） 3,600千円　○実践研修生受入委託料（ 60千円／月） 　　　　　　　3,600千円

  ○農業研修生補助金　　（ 40千円／月）　　　 　　　　2,400千円
　○就農前研修経費助成金（120千円／月）　　　　　　　 1,440千円
　○定住定着助成金　　　（120千円／月）　　　　　　　 2,160千円

【担当課】
　弥栄支所産業課

344 一般 農林業振興奨学金貸付事業 1,527 0344 般 農林業振興奨学金貸付事業 ,

【事業概要】
　奨学金貸付金返済金の基金積立、返済金免除等審査のための審査会経
費（金城）

【主な内容】
　○地域振興基金積立金　　　　　　　　　　　　　　　　1,501千円
  ○奨学生選考委員報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　 18千円

【担当課】【担当課】
　金城支所産業課

345 一般 有害鳥獣捕獲事業 8,704 8,600

【事業概要】
　農林作物等に被害を与える有害鳥獣の捕獲に対する助成等を行い、農
作物被害の抑制を図る

【主な内容】

新規

【主な内容】
　○有害鳥獣捕獲事業補助金　　　　　　　　　　　　　　8,305千円
　○イノシシ捕獲檻製作研修（三隅）　　　　　　　　　　　168千円

【担当課】
　農林課
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346 一般 農村公園等維持管理費 5,345 5,344

【事業概要】
　農村公園等に係る施設維持管理費

【主な内容】
　○体験農園
　　　指定管理者：（有）やさか共同農場（Ｈ２４～Ｈ２６）指 管 者 （有） 同農 （ ）
　　　　　　　　　　指定管理委託料　　　　　　　　　　　650千円
　○維持管理委託料（浄化槽維持管理、清掃、除草等）　　3,668千円

【担当課】
　農林課・各支所産業課

347 一般 農業振興対策費補助事業 22,145 0

【事業概要】

新規

新規

【事業概要】
　農業生産額の減少傾向が続く中、地域特性を活かした農業を推進し、
農業を核とした地域活性化を図る
　○旭
　　　農林業の振興、地域特産品の開発等に積極的に取り組もうとして
　　　いるものに対する支援を行う
　○弥栄
　　　条件不利地域である山間農業を推進するために、振興作物の栽培
　　　等に対する支援を行う
　○三隅新規 ○ 隅
　　　「農林水産振興がんばる地域応援総合事業（農業）」の上乗せ補
　　　助を行う

【主な内容】
　○旭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,000千円
　　　ハウス等整備事業補助金　　　 　　　　１／２補助
　　　加工品開発関連事業補助金　　 　　　　２／３補助
　　　堆肥利用促進事業補助金　　　　 　　　１／２補助

新規産直市出荷奨励事業補助金 １／３補助　　　新規産直市出荷奨励事業補助金　　 　　１／３補助
　　　野菜苗等購入補助金　　　　　　　　 　１／３補助
　　　先進地視察研修事業補助金　　　　　 　１／３補助

347

新規

　○弥栄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　10,879千円
　　　特産品等開発促進助成事業補助金　　 　１／２補助
　　　振興作物栽培用施設機械整備事業補助金 １／２補助
　　　振興作物推進対策事業補助金
　　　土地利用型作物推進事業補助金　　　 　１／３補助
　　　経営開始用施設機械等整備事業補助金 　１／２補助

地域資源活用堆肥利用助成事業補助金　　　地域資源活用堆肥利用助成事業補助金
　　　地域資源循環型堆肥製造施設整備助成事業補助金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　１／２補助
　　　有機農業環境直接支払事業補助金　5,000円／１０ａ
　○三隅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,266千円
　　　機械整備事業補助金　　　　　　　 　　１／３補助
　　　施設整備事業補助金　　　　　　　 　　１／３補助

【担当課】
旭支所産業課・弥栄支所産業課・三隅支所産業課　旭支所産業課 弥栄支所産業課 三隅支所産業課

348 一般 農業研修集会施設等維持管理費 1,923 1,722

【事業概要】
　農業研修集会施設等に係る施設維持管理費

【主な内容】
　○天狗石農村交流センター

指定管理者：市木地区自治会（Ｈ２４～Ｈ２６）　　　指定管理者：市木地区自治会（Ｈ２４ Ｈ２６）
　　　　　　　　　　指定管理委託料　　　　　　　　　 　 360千円
　○維持管理委託料（浄化槽維持管理、設備保守点検等）　　819千円
　
【担当課】
　各支所産業課
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349 一般 やさかブランド米促進事業 532 0

【事業概要】
　弥栄ブランド米の販路開拓を行うことにより地域農業の活性化を図る
（弥栄）

【主な内容】
　○講師謝金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　166千円講師 千円
　○食味分析計用調整基準サンプル等購入費　　　　　　　　 49千円

【担当課】
　弥栄支所産業課

350 一般 特産品開発促進資金貸付金 2,000 0

【事業概要】
　特産品の試作から販売までの開発に係る経費に対する無利子貸付（弥
栄）栄）
　○貸付限度額：2,000千円
　○償還期限　：５年以内

【主な内容】
　○特産品開発促進資金貸付金　　　　　　　　　　　　　2,000千円

【担当課】
　弥栄支所産業課

351 一般 三隅中央会館管理費 3,846 3,446

【事業概要】
　所在地：三隅町古市場
　三隅中央会館（多目的研修集会施設）の管理運営に要する経費

【主な内容】
　○指定管理委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,446千円
　　　指定管理者：（財）浜田市教育文化振興事業団

（Ｈ２４～Ｈ２８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｈ２４ Ｈ２８）
　○三浦標本整理・活用業務委託

【担当課】
　三隅支所産業課

352 投資 棚田等農地保全整備事業 36,000 1,200

【事業概要】
水稲栽培において営農作業の負担である畦畔管理を軽減するため、耐　水稲栽培において営農作業の負担である畦畔管理を軽減するため、耐

久性畦畔改良を行い、農作業の省力化と生産性の効率化を推進する
（旭）
　○受益者負担金徴収：事業費の１／３

【主な内容】
　○棚田等農地保全整備工事費　　　　　　　　　　　　 35,900千円

【担当課】
旭支所建設課　旭支所建設課

353 一般 浜田市農林業支援センター運営費 2,021 2,021

【事業概要】
　所在地：黒川町
　農林業を取り巻く諸問題の解決と新たな農業施策の展開を図る浜田市
農林業支援センターの運営に要する経費
　○島根県、浜田市、ＪＡの三者が一体となって農林業への支援を実施

【主な内容】
　○センター運営事務費　　　　　　　　　　　　　　　　2,021千円

【担当課】
　農林課
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354 一般 農林水産振興がんばる地域応援総合事業（農業） 10,416 0

【事業概要】
　地域が主体となって行う戦略的で多彩な取組等に対する助成

【主な内容】
　○経営施設等整備支援　　　　　　　　　　　　　　　  4,000千円
　　　事業内容：自営就農総合支援（パイプハウス整備）業 容 自営就農総合 援（ 備）
　○地域提案戦略支援　　　　　　　　　　　　　　　　  6,416千円
　　　事業内容：推進活動事業（消費者モニター設置等）
　　　　　　　　小規模基盤・施設等整備（農業用機械整備等）

【担当課】
　農林課

355 投資 ふるさと体験村改修事業 12,075 75投資 ふるさ 体験村改修事業
【事業概要】
　所在地：弥栄町三里
　ふるさと体験村内の交流館・桑田連絡通路整備及び堰堤下駐車場舗装
に係る経費

【事業期間】
　Ｈ２５

【主な内容】【主な内容】
　○交流館・桑田連絡通路整備（設計等委託・工事）
　○堰堤下駐車場舗装（工事）
　
【担当課】
　弥栄支所産業課

356 政策 ふるさと農業研修生育成事業 22,142 2

【事業概要】【事業概要】
　農業後継者不足の解消及び定住促進を図ることを目的に、Ｕ・Ｉター
ン希望者等を受け入れ、就農に関する研修を実施する
　
【主な内容】
　○研修経費助成金　　　　　　　　　　　　　　　 　　20,400千円
　　　１年目：８人　２年目：４人　３年目：１人
　
【担当課】

農林課　農林課

357 一般 産地生産拡大プロジェクト支援事業 500 500

【事業概要】
　農業生産の拡大を目指し、産地づくり活動の推進に対する支援を行う

【主な内容】
　○浜田市産地強化協議会負担金　　　　　　　　　　　　　500千円

【担当課】
　農林課

358 投資 農畜産加工施設改修事業 265 0

【事業概要】
　施設等の老朽化に対する修繕・更新
　※（有）かなぎ加工センター解散による出資金返還金で対応

【主な内容】
　○かなぎ加工センター厨房設備修繕・機器更新経費　　　　265千円

【担当課】
　金城支所産業課
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359 一般 縁の里地域振興施設管理費 384 384

【事業概要】
　所在地：金城町波佐
　縁の里（地域振興施設）の管理運営に要する経費

【主な内容】
　○指定管理委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　384千円指 管 託料 千円
　　　指定管理者：特定非営利活動法人えにしの里（Ｈ２３～Ｈ２５）

【担当課】
　金城支所産業課

360 一般 地域再生活性化事業 949 0

【事業概要】
　コンサルタント業者に委託し、実践と評価を織り込んだ地元住民に有
益な地域活性化策を構築する（旭）域活性化策 構築す （旭）
　○期間：Ｈ２３～Ｈ２５

【主な内容】
　○コンサルタント委託（実践事業フォローアップ）

【担当課】
　旭支所産業課

361 一般 自然と共生する農業推進事業 3,639 0般 自然と共生する農業推進事業

新規

【事業概要】
　地域性を活かした環境保全型農業をさらに発展させ、エコから有機
へ・自然との共生を理念に有機農業に取り組み、その定着を目指すとと
もに、人材育成や地域内市場形成を柱とした地産地消の取組みを進める
ことにより、食料自給率と農家所得の向上を図る（弥栄）

【主な内容】
　○講師謝金等　　              　　　　　　　　　　　1,062千円

○有機農産品販売経費補助 720千円新規
新規

　○有機農産品販売経費補助　　　　　　　　　　　　　　　720千円
　○若手有機農業生産者育成補助　　　　　　　　　　　　　300千円

【担当課】
　弥栄支所産業課

362 一般 新開団地維持管理事業 2,312 0

【事業概要】
　所在地：金城町七条

新開団地の維持管理に要する経費　新開団地の維持管理に要する経費

【主な内容】
　○農地法面維持工事
　○除草業務委託

【担当課】
　金城支所産業課

363 政策 耕作放棄地再生利用推進事業 6,250 6,250

【事業概要】
　耕作放棄地の圃場整備や農業水利施設の整備を行い、耕作放棄地の再
生利用を推進する
　○対象地区：久代地区
　○整備対象：耕作放棄地・農業水利施設
　○負担割合：国１／２　県１／４　市１／４
　○期間　　：Ｈ２２～Ｈ２５

【主な内容】
　○事業負担金 　　　　　                             6,250千円

【担当課】
　農林課
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364 一般 地域産直市生産拡大推進事業 2,900 0

【事業概要】
　新たな集荷の仕組みづくりを構築し、また農産物等の生産拡大・計画
的出荷を促進することにより、地域農産物の更なる安定供給を目指す
（旭）
　○期間：Ｈ２４～Ｈ２６

【主な内容】
　○農産物等の出荷奨励補助　　　　　　　　　　　　　　　500千円
　○地域営農アドバイザーに対する補助　　　　　　　　　2,400千円

【担当課】
　旭支所産業課

365 一般 農業再生協議会事業 7,799 0

【事業概要】
　農業者戸別所得補償制度の実施を主体として、戦略作物の生産振興や
米の需給調整の推進、担い手の育成等を行う農業再生協議会に対する助
成

【主な内容】【主な内容】
　○農業再生協議会助成　　　　　　　　　　　　　　　　6,852千円
　○米の需給調整円滑化推進事業助成　　　　　　　　　　　947千円

【担当課】
　農林課

366 政策 認定農業者レベルアップ支援事業 15,000 15,000366 政策 認定農業者レ ルアップ支援事業
【事業概要】
　市内認定農業者に対する機械・施設等の整備に対する補助
　○補助率：１／２（１経営体につき上限500千円）
　○期間　：Ｈ２４～Ｈ２５

【主な内容】
　○認定農業者に対する補助金　　　　                 15,000千円

【担当課】
　農林課

367 一般 農業振興サポート事業 10,350 0

【事業概要】
耕作放棄地の増加抑制を目的とした担い手農家の育成及び農産物の生　耕作放棄地の増加抑制を目的とした担い手農家の育成及び農産物の生

産振興を図るための助成（金城）
　○期間：Ｈ２４～Ｈ２６

【主な内容】
　○機械購入補助金　　　　　　（補助率３／１０）　　　5,000千円
　○農地保全整備補助金　　　　（補助率３／１０）　　　  900千円
　○獣被害防止対策補助金　　　（補助率１／　２）　　  1,100千円

○農業用ハウス資材購入補助金（補助率３／１０） 3 000千円　○農業用ハウス資材購入補助金（補助率３／１０）　　  3,000千円

【担当課】
　金城支所産業課
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368 新規 新規 水稲担い手農家支援事業 5,000 0

【事業概要】
　平成２４年７月に旭自治区に開所したサポート経営体「サンファーム
みのり」と連携して農地の保全に努める水稲担い手農家に対して、農業
機械の購入に要する経費の一部を補助することにより、担い手農家の円
滑な経営安定と、サポート経営体の早期体制構築を図る（旭）
　○補助率　：１／２補助率 ／
　○期間　　：Ｈ２５～Ｈ２７

【主な内容】
　○機械整備補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,000千円
　　　トラクター、田植機、コンバイン

【担当課】【担当課】
　旭支所産業課

369 一般 水稲受託組織会社設立支援事業 2,000 0

新規
【事業概要】
　水稲を営農類型として設立する受託組織に対して、設立に必要な機
械・施設等の整備に要する経費の一部を補助する（金城）

【主な内容】
　○機械等整備補助金（補助率１／３）　　　　　　　　　2,000千円

【担当課】
　金城支所産業課

370 政策 農業生産力向上支援事業 5,000 5,000370 政策 農業生産力向上支援事業
【事業概要】
　戸別所得補償受給者等を対象とし、農業に必要な施設等の整備に要す
る費用を補助する
　○補助メニュー：鳥獣被害防止施設整備、農業用施設整備、販路拡大
　○補助率：１／２
　○限度額：50千円（捕獲器設置は80千円）
　○期間：Ｈ２４～Ｈ２６

【主な内容】
　○戸別所得補償受給者等に対する補助金　　　　　　　　5,000千円

【担当課】
　農林課

371 政策 民営化施設安定運営支援事業 537 537

【事業概要】
　農業生産施設等の無償譲渡に伴う運営支援として、固定資産税納税額
の一定割合を最長３年間補助する
　○対象：Ｈ２３にＪＡいわみ中央に無償譲渡した旭第２選果場

【主な内容】
○施設運営補助金 537千円　○施設運営補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　537千円

【担当課】
　旭支所産業課
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372 一般 青年就農給付金事業 10,500 0

【事業概要】
　青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営が不安定な就
農直後の所得を確保するための給付金を給付する
　○給付対象：就農後５年目までの認定就農者
　○交付金額：1,500千円／年
　　　　　　　（夫婦ともに就農する場合は夫婦合わせて１．５人分）（ 婦 就農 合 婦合 分）
　○負担割合：国１０／１０

【主な内容】
　○青年就農給付金　　　　　　　　　　　　　　　　　10,500千円

【担当課】
　農林課

373 新規 新規 畦畔除草省力推進対策事業 1,000 0

【事業概要】
　畦畔の高い中山間地域において畦畔の除草対策を行うことにより、畦
畔除草の省力化や、遊休農地の増加に歯止めをかけるとともに、円滑な
農地の流動化を図る（旭）
　○期間：Ｈ２５～Ｈ２７

【主な内容】【主な内容】
　○地域参加型畦畔除草対策事業補助金　　　　　　　　　1,000千円
　　　センチピードグラス吹付け補助（100円／㎡）

【担当課】
　旭支所産業課

374 新規 新規 農地保全農地流動化緊急対策事業 5,000 5,000

【事業概要】
　優良な農地の遊休化や耕作放棄地化を防止し、円滑な農地の流動化を
促進するために、白紙委任による５年以上の利用権設定を新たに行う農
地の所有者、賃借人に対して補助を行う地の所有者、賃借人に対して補助を行う
　○補助対象者及び補助率
　　　農地の所有者　15,000円／１０ａ
　　　農地の賃借人　 5,000円／１０ａ
　○期間：Ｈ２５～Ｈ２７

【主な内容】
　○農地流動化促進補助金　　　　　　　　　　　　　　　5,000千円

（※詳細はＰ２１２の事業概要説明参照）　　（※詳細はＰ２１２の事業概要説明参照）

【担当課】
　農林課
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375 新規 新規 戸別所得補償経営安定推進事業 5,994 0

【事業概要】
　集落・地域が抱える「人と農地の問題解決」のため、人・農地プラン
（地域農業マスタープラン）を作成し、地域の中心となる経営体の確保
及び農地集積を促すことにより、農業の競争力や体質の強化を図り、持
続可能な農業の実現を目指す
　○負担割合：国１０／１０負 割合 国 ／

【主な内容】
　○人・農地プラン作成経費　　　　　　　　　　　　　　5,494千円
　○農地集積協力金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　500千円

【担当課】
　農林課

376 一般 地域農業・農地利用推進事業（緊急雇用創出事業） 4,197 0

【事業概要】
　緊急雇用創出臨時特例基金事業を活用し、市内各地域の圃場の耕作状
況や耕作者の将来計画等の実態を調査・整理し、今後の事業導入等に必
要な基礎資料を作成する

【主な内容】
　○新規雇用人数　２人

【担当課】
　農林課

377 一般 新規 企業参入促進・経営強化事業 16,666 0

【事業概要】
　企業の農業参入と経営発展を促進するとともに、既参入企業の経営発
展・強化に要する機械・施設等の整備を支援することにより、持続的か展 強化に要する機械 施設等の整備を支援することにより、持続的か
つ発展的な経営を展開する担い手の育成を図る
　○負担割合：県１０／１０

【主な内容】
　○経営強化整備支援　　　　　　　　　　　　　　　 　16,666千円
　　　実施主体：（有）ＫＫＮ
　　　実施内容：ゲストハウス建設
　　　補助率　：１／３

【担当課】
　農林課

378 新規 新規 葉タバコ廃作地活用緊急対策事業 2,438 2,438

【事業概要】
　旧葉タバコ農家の高齢化等により転作が進まず、現在保全管理となっ
ている葉タバコ廃作地を、ＪＡの振興作物等である玉ねぎ、キャベツ、ている葉タバ 廃作地を、ＪＡの振興作物等である玉ねぎ、キャ ツ、
そばの耕作地に復元するため、戸別所得補償制度等相当額の作付助成及
び出荷助成を行い、農業所得の向上及び農地の保全を図る
　○期間：Ｈ２５～Ｈ２７

【主な内容】
　○作付助成　　（補助率：10,000円／１０ａ）　　　　　　250千円
　○出荷助成
　　　そば　　　（補助率：50円／ｋｇ）　　　　　 　　　　50千円

キャベツ （補助率：30円／ｋｇ） 1 013千円　　　キャ ツ　（補助率：30円／ｋｇ）　　　　　　　　1,013千円
　　　玉ねぎ　　（補助率：30円／ｋｇ）　　　　　　　　1,125千円

【担当課】
　農林課

- 110 -



整理
番号

事業
区分

前年
比較

  事業名及び事業概要 事業費 一般財源

379 新規 新規 浜田産品と食の魅力ＰＲ事業 5,364 5,364

【事業概要】
　はまだ食の大使である三國清三シェフや浜田市商品開発アドバイザー
である石村由起子氏の協力のもと、市内の地元農作物等を使用した特産
品の付加価値を高め、販路拡大を進めることにより、特産品の販売量増
加と生産農家等の所得向上を図り、農作物の生産・加工・販売が一体と
なった６次産業化を目指す業化 目指

【主な内容】
　○地産地消推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　1,300千円
　　　給食メニューコンテスト
　　　ＫＩＤＳシェフ

　○販路拡大支援事業　　　　　　　　　　　　　　　　　4,064千円
　　　ミクニマルシェ活用事業
　　　ミクニマルシェ認定商品料理コンテスト認定商品料
　　　商品開発相談会

【担当課】
　農林課

380 義務 農地・水保全管理支払交付金事業 20,952 19,944

【事業概要】
　農地・水・農村環境の保全を目指し、農業者のみならず、地域住民を農地 水 農村環境 保全を目指し、農業者 みならず、地域住民を
はじめとした多様な主体が参加する農村地域の振興、地域づくりの実践
を図る
　○負担割合：国１／２、県１／４、市１／４
　○取組予定組織数：浜田６　金城６　旭４　弥栄１　三隅２

【主な内容】
　○共同・向上活動支援交付金　　　　　　　　　　　　 18,493千円
　○環境保全型農業直接支援対策交付金　　　　　　　　　1,176千円

○推進交付金負担金 479千円　○推進交付金負担金　　　　  　　　　　　　　　　　　　479千円

【担当課】
　農林課

832 832

381 一般 畜産振興事務費 832 832

【事業概要】

畜産業費

【事業概要】
　畜産業振興及び家畜伝染病予防等を目的とした事務執行に係る経費

【主な内容】
　○人工授精補助、家畜自衛防疫補助等　　　　　　　　　　579千円
　○家畜共進会負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　200千円

【担当課】
　農林課

401,286 13,663

382 一般 土地改良事業事務費 1,057 1,057

【事業概要】
　土地改良事業を円滑に推進することを目的とした事務執行に係る経費

【主な内容】
○島根県土地改良事業団体連合会賦課金 504千円

土地改良事業費

　○島根県土地改良事業団体連合会賦課金　　　　　　　　　504千円

【担当課】
　農林課
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383 一般 土地基盤整備事業 2,250 2,250

【事業概要】
　国県補助対象外の小規模な土地基盤整備事業を実施する農家等への助
成

【主な内容】
　○土地基盤整備事業補助金　　　　　　　　　　　　　　2,250千円備 業補助 , 千円

【担当課】
　農林課

384 投資 県事業負担金（農道） 63,250 3,250

【事業概要】
　農道改良に係る負担金

【主な内容】

新規

【 内容】
　○はまだ中央農道整備事業　　　　　　　（浜田）　　 20,000千円
　○田原農道調査費　　　　　　　　　　　（浜田）　　　2,000千円
　○那賀東部広域農道保全事業　（浜田、金城、旭）　   21,250千円

384 政策 　○櫟田原農道整備事業　　　　　　　　　（浜田）　　 20,000千円

【担当課】
　農林課

385 投資 基盤整備促進事業（農道） 35,000 0投資 備促進事業（農道）
【事業概要】
　未舗装の農道を整備することにより農家の機械化の促進、除草等の労
務の軽減を図る（弥栄）

【事業期間】
　Ｈ２４～Ｈ２７（総延長：８，０００ｍ）

【主な内容】
　○舗装工事　Ｌ＝２，８００ｍ　Ｗ＝１．５ｍ以上○舗装 事 ， 以

【担当課】
　弥栄支所建設課

386 投資 特定中山間保全整備事業 178 31

【事業概要】
　独立行政法人「森林総合研究所」が行う邑智西部地区（江津市桜江
町、邑南町、旭町）整備事業費負担金及び受託調査事務費（旭）

○農用地６団地（２０ｈａ）、ため池１箇所、用排水路８箇所　○農用地６団地（２０ｈａ）、ため池１箇所、用排水路８箇所

【事業期間】
　Ｈ１９～Ｈ２５

【主な内容】
　○事業負担金　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　147千円
　○特定中山間保全整備推進会議負担金　　　　　　 　　　　31千円

【担当課】【担当課】
　旭支所建設課

387 一般 中山間地域総合整備事業（換地業務） 516 0

【事業概要】
　中山間地域総合整備事業のうち、圃場整備における換地業務を県より
受託することに伴う経費（金城）
　○対象地区：小国郷地区、新開地区

【主な内容】【主な内容】
　○換地委員報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　102千円
　○その他事務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　414千円

【担当課】
　金城支所建設課
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388 政策 櫟田原（西・東）農道整備事業 5,000 300

【事業概要】
　所在地：櫟田原町
　県営櫟田原農道整備事業に伴う市道櫟田原中央線との連絡道の整備

【事業期間】
　Ｈ２２～Ｈ２７　Ｌ＝５４０ｍ

【主な内容】
　○東農道整備
　　　転落防止柵設置　　　Ｌ＝１００ｍ
　　　防草コンクリート工　Ｌ＝　６０ｍ
　　　表層工　　　　　　　Ａ＝８４２㎡
　　　路盤工　　　　　　　Ａ＝３２３㎡

【担当課】【担当課】
　農林課

389 投資 基盤整備促進事業（河川管理道） 97,100 0

【事業概要】
　圃場整備実施済地区を対象に未舗装の河川堤防を整備することによ
り、農家の機械化の促進、除草等の労務の軽減を図る

【事業期間】
　○旭地区　　Ｈ２４～Ｈ２７（総延長：１５，０００ｍ）○旭地区 （総延長 ， ）
　○三隅地区　Ｈ２２～Ｈ２６（総延長：１６，９００ｍ）

【主な内容】
　○舗装工事
　　　旭地区　　Ｌ＝６，０００ｍ　Ｗ＝２．５ｍ
　　　三隅地区　Ｌ＝３，３９２ｍ　Ｗ＝２．０～３．０ｍ

【担当課】
旭支所建設課・三隅支所産業課　旭支所建設課 三隅支所産業課

390 投資 中山間地域総合整備事業（金城） 12,000 40

【事業概要】
　金城地区全域における農業基盤整備を実施し、農業生産力の向上及び
農家の経営安定を図るための県営事業に係る負担金

【事業期間】
　Ｈ２０～Ｈ２５

【主な内容】
　○県事業負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,000千円
　　　農業用排水路　２路線
　　　ほ場整備　　　２団地
　　　暗渠排水　　　８地区

【担当課】
　金城支所建設課

391 投資 農地有効利用支援整備事業 20,550 250

【事業概要】
　農地や農業水利施設等の簡易な整備において、受益面積が５ｈａ未満
の地区に対し事業費の一部を助成する
　○負担割合：県５０％　市２０％　地元３０％

【主な内容】
　○浜田　佐野地区外　用水路、農道、取水施設等

○金城 久佐地区 畦畔改良 暗渠排水　○金城　久佐地区　　畦畔改良、暗渠排水
　○旭　　丸原地区　　用排水路、暗渠排水
　○弥栄　門田地区　　暗渠排水
　○三隅　三隅地区　　ポンプ改修、用水路

【担当課】
　農林課
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392 投資 農業体質強化基盤整備促進事業 20,550 550

【事業概要】
　戦略作物等の生産者や経営規模拡大を図る経営体の農地の区画狭小、
水利施設の老朽化等の課題にきめ細かく対応し、あわせて農地・農業水
利施設が有する防災・減災機能を保全する
　○負担割合：国５５％　県１５％　地元３０％

【主な内容】
　○農業用用排水施設・暗渠排水工事　　　　 　　　　　20,000千円
　　　所在地：浜田自治区内、旭自治区内

【担当課】
　農林課

393 投資 地域参加型環境整備事業 118,000 0

【事業概要】
　地域住民自らが参加し事業展開する「地域参加型」の農地保全、地域
環境保全に対する助成

　○地域参加型農道整備事業
　　　集落内で将来にわたって保全すべき農地を定め、その農地をどの
　　　ようにして守っていくかについての計画（農地保全プラン）を集
　　　落自らが策定し、そのプランに位置付けられた農地を対象に、未

新規

落自らが策定し、そ プラ に位置付けられた農地を対象に、未
　　　舗装の耕作道路を整備した集落等に対し、その整備に要する費用
　　　の一部を補助する

　○地域参加型農村景観支援事業
　　　地域からの要望の多い市道等の通行障害になる恐れのある樹木に
　　　関し、地域自らが参加し伐採木等を撤去することを条件に、伐採
　　　等を実施する際の費用の一部を補助する

【事業期間】
　○地域参加型農道整備事業　　　Ｈ２４～Ｈ２７
　○地域参加型農村景観支援事業　Ｈ２５～Ｈ２７

【主な内容】
　○地域参加型農道整備事業　　　補助3,300円／㎡　　 100,000千円
　○地域参加型農村景観支援事業　上限735,000円／ｈａ　18,000千円

【担当課】【担当課】
　旭支所産業課

394 投資 新規 県事業負担金（ため池） 2,000 0

【事業概要】
　所在地：旭町木田
　堤体に亀裂や陥没、底樋に破損が生じ、漏水している防六ため池につ
いて 農業用水の安定的な確保や 地域住民の生命財産を守るために改いて、農業用水の安定的な確保や、地域住民の生命財産を守るために改
修を行う

【事業期間】
　Ｈ２５～Ｈ２９

【主な内容】
　○県事業負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　  2,000千円
　　　調査ボーリング

【担当課】
　旭支所建設課
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395 政策 新規 元谷団地活用事業 5,935 5,935

【事業概要】
　所在地：金城町今福
　元谷団地を大規模農地として整備することにより、農業生産性の向上
を図り、新たな農地を求める大規模農家や新規就農者に就農の場を提供
する

【主な内容】
　○用地調査委託
　○農業振興地域整備計画見直し

【担当課】
　農林課

396 投資 新規 鞍掛農道整備事業 2,500 0

【事業概要】【事業概要】
　所在地：三隅町東平原
　当該農道を整備することにより、周辺地域で生産された農産物の出荷
や集落間の情報交流を促進し、効率的な農業経営や担い手確保、耕作放
棄地の拡大防止を図る

【事業期間】
　Ｈ２５～Ｈ３２（総延長：２，０００ｍ）

【主な内容】【主な内容】
　○調査測量業務委託

【担当課】
　三隅支所産業課

397 投資 東平原地区県営農地環境整備事業 15,400 0

【事業概要】
　所在地：三隅町東平原

特産西条柿の生産拠点である三隅町東平原地区において、県営農地環　特産西条柿の生産拠点である三隅町東平原地区において、県営農地環
境整備事業を活用し、灌水施設等の基盤を整備する
　○負担割合：国５５％、県３０％、市１０％、地元５％

【事業期間】
　Ｈ２３～Ｈ２９

【主な内容】
　○県事業負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,000千円

測量試験、灌漑施設整備　　　測量試験、灌漑施設整備
　○東平原地区県営畑地環境整備事業支援補助金　　　 　3,400千円
　　　地元負担５％のうち８５％を市が支援
　　　　補助額：事業費80,000千円×（５％－０.７５％）

　　（※詳細はＰ２１３の事業概要説明参照）

【担当課】
　三隅支所産業課

27,823 27,668

398 一般 農道維持修繕費 27,823 27,668

【事業概要】
　農道の維持管理経費
　○浜田市管理農道　４．０ｍ未満　１１１，７８５ｍ
　　　　　　　　　　４．０ｍ以上　  ９８，３０２ｍ
　　　　　　　　　　合　計　　 　 ２１０，０８７ｍ

【主な内容】

農道維持費

【主な内容】
　○農道草刈除草業務委託料　　　　　　　　　　　　　　9,083千円
  ○農道維持修繕・工事費　　　　　　　　　　　　　　 10,206千円
　○未登記農道登記委託料　　　　　　　　　　　　　　　3,385千円

【担当課】
　農林課
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275,039 275,039

399 政策 農業集落排水事業特別会計繰出金 275,039 275,039

【事業概要】
　農業集落排水事業運営に係る一般会計繰出金

【主な内容】
○農業集落排水事業特別会計繰出金 275,039千円

農業集落排水費

　○農業集落排水事業特別会計繰出金　　　　　　　　　275,039千円

【担当課】
　下水道課

120,895 31,701

400 一般 林業振興事務費 5,439 5,364

【事業概要】
　林業に関する各事業を円滑に遂行することを目的とした事務執行に係
る経費

林業振興費

る経費

【主な内容】
　○市行造林内巡視及び作業指導人夫賃　                  912千円
　○森林土木協会負担金　　　　　　　　　　　　　　　　2,977千円

【担当課】
　農林課

401 一般 林業推進事業 12,370 8,200

【事業概要】
　林業活性化のための助成事業

【主な内容】
　○島根県西部山村振興財団支援金　　　　　　　　　　　1,700千円
　○間伐・間伐材生産助成事業補助金　　　　　　　　　　4,500千円
　○林業研究補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　170千円

○林業活性化補助金 2 000千円　○林業活性化補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　2,000千円
　○危険木緊急除去委託料　　　　　　　　　　　　　　　4,000千円

【担当課】
　農林課

402 一般 松くい虫防除事業 3,767 1,125

【事業概要】
松くい虫に対する防除事業を実施し 松林の健全化を図る　松くい虫に対する防除事業を実施し、松林の健全化を図る

【主な内容】
　○衛生伐委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,500千円

【担当課】
　農林課

403 一般 森林総合利用施設管理費 843 813

【事業概要】
　森林総合利用施設に係る施設維持管理費

【主な内容】
　○三階山森林総合利用施設管理費　　　　　　　　　　　　497千円
　　　所在地：三階町
　○下来原林業協業活動センター管理費　　　　　　　　　　346千円

所在地：金城町下来原　　　所在地：金城町下来原

【担当課】
　農林課
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404 政策 公社造林事業 17,547 41

【事業概要】
　分収造林契約に基づく保育事業（除伐、間伐等）

【主な内容】
　○公社造林事業委託料　　　　　　　　　　　　　　　 17,205千円

【担当課】
　農林課

405 一般 森林整備地域活動支援事業 14,857 3,710

【事業概要】
　森林施業の実施に必要な作業路網の改良等地域活動の支援

【主な内容】
　○森林整備地域活動支援交付金　　　　　　　　　　　 14,837千円
　　　交付金　国１／２　県１／４　市１／４
　　　事務費　国１０／１０

【担当課】
　農林課

406 一般 名木保存事業 176 176

【事業概要】
　名木保存条例に基づく名木保存審議会開催経費

【主な内容】
　○名木保存審議会委員報酬　　　　　　　　　　　　　　　144千円

【担当課】【担当課】
　農林課

407 投資 団体営造林事業 1,714 15

【事業概要】
　森林総合研究所との分収林契約に基づく保育事業

○造林地所有者：浜田市（弥栄町）　○造林地所有者：浜田市（弥栄町）
　○造林費負担者：森林総合研究所

【主な内容】
　○造林地保育（下刈）事業委託

【担当課】
　弥栄支所産業課

408 一般 森づくり・資源活用実践事業 200 200

【事業概要】
　身近な森林に対する市民の関心を高めるとともに市民参加による森林
整備事業を実施する

【主な内容】
○森づくりは海づくりｉｎ浜田実行委員会負担金 200千円　○森づくりは海づくりｉｎ浜田実行委員会負担金　　　　　200千円

【担当課】
　農林課
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409 政策 農林水産振興がんばる地域応援総合事業（林業） 5,307 0

【事業概要】
　市有林、市行造林のうち利用間伐を実施した事業地について、事業地
から市場までの木材搬出を行うとともに、林業関係団体の活動等を支援
することにより、地域林業や特用林産の活性化を図る

【主な内容】
　○木材搬出委託（金城・弥栄）　　　　　　　　　　　　4,073千円
　○地域提案戦略支援費補助　　　　　　　　　　　　　　1,234千円
　　　椎茸栽培入門者研修会等　１／２補助
　　　人工ほだ場の設置　　　　１／３補助

【担当課】
　農林課農林課

410 政策 森林整備加速化・林業再生事業 21,951 0

【事業概要】
　県の森林整備加速化・林業再生基金を活用し、間伐や路網整備等の森
林整備の加速化と間伐材等の森林資源を活用した林業・木材産業等の再
生を図る生を図る
　○県補助率　林内路網整備　　１０／１０
　　　　　　　除間伐　　　　６．５／１０
【主な内容】
　○林内路網整備委託料　　　　　　　　　　　　　　　　8,200千円
　　　金城　Ｌ＝１，３００ｍ
　　　弥栄　Ｌ＝２，８００ｍ
　○除間伐委託料　　　　　　　　　　 　　　　　　　　13,751千円
　　　金城　利用間伐　　８．００ｈａ

旭 切捨間伐 ６．７２ｈａ　　　旭　　切捨間伐　　６．７２ｈａ
　　　弥栄　利用間伐　１６．８７ｈａ

【担当課】
　農林課

411 政策 ナラ枯れ被害対策事業 2,508 1,575411 政策 ナラ枯れ被害対策事業 , ,

【事業概要】
　ナラ枯れ被害木の伐倒やくん蒸等の処理及び調査を行う

【主な内容】
　○伐採駆除（くん蒸処理）委託料　　　　　　　　　  　1,245千円
　○枯損害木処理委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　855千円

【担当課】
　農林課
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412 政策 豊かな海を育む浜田の森づくり事業 10,743 318

【事業概要】
　森林組合の高性能林業機械導入に対する補助を行うことにより、施業
の機械化と現場から消費地へ直送する流通システムを開発し、生産コス
トの削減を図る

【主な内容】【 容】
　○林業機械作業システム整備補助金　　　　　　　　    3,025千円
　　　負担割合：県１／３　市１／３　石央森林組合１／３
　○森林・林業再生基盤づくり交付金　　　　　　　　　　7,425千円
　　　補助率　：国４．５／１０

【担当課】
　農林課

413 政策 林地残材有効活用・地域活性化支援事業 4,319 4,319

【事業概要】
　森林所有者による林地残材の搬出に必要な作業路の開設と搬出を助成
する
　○搬出助成については地域通貨で交付

【主な内容】
○作業路開設費助成金 （1,000円／ｍ） 3,000千円　○作業路開設費助成金　（1,000円／ｍ）　　　　　　   3,000千円

  ○搬出費助成金　　　　（3,000円／ｔ）　　　　　   　1,200千円
　
【担当課】
　農林課

414 一般 原木椎茸生産振興事業 4,109 0

【事業概要】
　原木椎茸の更なる生産性や品質の向上を図ることを目的とした、ほだ
木の確保や人工ほだ場の整備に対する補助（旭）

新規

木の確保や人工ほだ場の整備に対する補助（旭）

【主な内容】
　○原木椎茸ほだ木安定確保支援補助金　　            　3,000千円
　　　補助率：６／１２　（地元産材の場合は７／１２）
　　　　　　　　　　　　（地元産材の内旭町産材の場合は８／１２）
　　　期間　：Ｈ２４～Ｈ２６
　○人工ほだ場整備事業補助金　　　　　　　　　　　　　1,109千円
　　　補助率：１／３

期間 ：Ｈ２５～Ｈ２７　　　期間　：Ｈ２５ Ｈ２７

【担当課】
　旭支所産業課

415 一般 新規 堂床山森林公園再生整備事業 2,300 0

【事業概要】
　森林公園内で松枯れ被害等により立木が消失した箇所やつつじ園の一
部に広葉樹を新植することにより、景観対策や除草作業の軽減を図る

【主な内容】
　○パノラマ看板修繕
　○新植業務委託

【担当課】
　金城支所産業課
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416 義務 新規 林道台帳整備事業 5,775 5,775

【事業概要】
　浜田自治区の林道台帳を整備することにより、災害発生時の迅速な対
応や平時の適切な維持管理に活用する（浜田自治区以外の林道台帳は整
備済）

【主な内容】【 容】
　○林道台帳整備委託

【担当課】
　農林課

417 投資 新規 交流研修センター（森の公民館）改修事業 6,970 70

【事業概要】
　所在地：金城町久佐
　交流研修センターやバンガロー等の一連の施設について、建築後１５交流研修 や 等 連 施設 、 築後
年を経過し老朽化しているため、施設の安全性向上や長寿命化のための
改修を行う

【事業期間】
　Ｈ２５

【主な内容】
　○屋根、階段及び柱の改修
　○進入路の舗装○進入路 舗装
　○空調設置
　
【担当課】
　金城支所産業課

15,349 4,581

418 政策 公有林整備事業 15,349 4,581

【事業概要】
市有林・市行造林に必要な施策を実施する

公有林整備事業費

　市有林 市行造林に必要な施策を実施する

【主な内容】
　○公有林整備推進事業委託（金城・旭・弥栄・三隅）
　　（除伐、枝打ち、下刈り等）
　○雲城山市有林立木伐採事業委託（金城）

【担当課】
　農林課

105,473 73,358

419 義務 職員給与費（林道新設費） 71,118 71,118

【事業概要】
　林道新設に係る職員の給与費

【主な内容】
　○一般職員　９人

【担当課】

林道新設費

【担当課】
　人事課

420 投資 県事業負担金（林道） 30,940 2,240

【事業概要】
　林道改良に係る負担金

【主な内容】
　○林道足尾線開設事業費　 　　　　　　 （ 旭 ）　　 12,000千円

○広域基幹林道金城弥栄線整備事業費 （金城） 5 307千円　○広域基幹林道金城弥栄線整備事業費    （金城）　    5,307千円
　○広域基幹林道金城弥栄線整備事業費    （弥栄） 　　 4,133千円
　○広域基幹林道三隅線整備事業費        （三隅）　 　 9,500千円

【担当課】
　農林課
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421 投資 県営広域基幹林道整備事業 3,415 0

【事業概要】
　大規模林道の用地買収に係る島根県からの受託事業

【主な内容】
　○弥栄地区：用地取得、立木補償　　　　　　　　　　  1,350千円
　○三隅地区：用地取得、立木補償　　　　　　 　　　　 2,065千円隅 区 取得、 木補償 , 千円
　
【担当課】
　弥栄支所建設課・三隅支所産業課

50,601 30,101

422 一般 林道維持修繕費 30,101 30,101

【事業概要】
　林道の維持管理経費

○浜田市管理林道 ４．０ｍ未満 ４９，９７６ｍ

林道維持費

　○浜田市管理林道　４．０ｍ未満　　４９，９７６ｍ
　　　　　　　　　　４．０ｍ以上　１１５，００７ｍ
　　　　　　　　　　合　計　　 　 １６４，９８３ｍ

【主な内容】
　○林道草刈除草業務委託料　　　　　　　　　　　　　 15,762千円
  ○林道維持修繕・工事費　　　　　　　　　　　　　　  9,973千円

【担当課】
農林課　農林課

423 投資 林道舗装改良事業 20,500 0

【事業概要】
　所在地：旭町市木
　旭町市木地区の幹線林道である早水来尾線は全線開通から１５年が経
過し、舗装の傷みが著しく亀裂が目立つとともに、局部的に狭小箇所が
あるため、改良工事を行い交通の安全確保を図る

【事業期間】【事業期間】
　Ｈ２４～Ｈ２７（総延長：３，１００ｍ）

【主な内容】
　○舗装工事　Ｌ＝７８０ｍ

【担当課】
　旭支所建設課

42 615 41 604水産業総務費 42,615 41,604

424 義務 職員給与費（水産業総務費） 27,022 27,022

【事業概要】
　水産総務に係る職員の給与費

【主な内容】
　○一般職員　３人

【担当課】
人事課

水産業総務費

　人事課

425 一般 水産総務事務費 1,460 887

【事業概要】
　水産業に関する各事業を円滑に遂行することを目的とした事務執行に
係る経費

【主な内容】
○協議会等負担金（浜田漁港を美しくする会負担金等） 567千円　○協議会等負担金（浜田漁港を美しくする会負担金等）　　567千円

　○その他事務費（旅費、需用費等）　　　　　　　　　　　893千円

【担当課】
　水産課
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426 一般 緑地管理費 14,133 13,695

【事業概要】
　県管理漁港及び市管理漁港の漁港区域内に整備された公園等の管理費

【主な内容】
　○檜ヶ浦緑地・元浜公園管理費　　　　　　　　　　　　1,795千円
　　　　　　　　　　　　　所在地：大辻町・元浜町所在 辻
　○水産加工団地・瀬戸ヶ島緑地管理費　   　　　　　 　4,183千円
　　　　　　　　　　　　　所在地：原井町・瀬戸ヶ島町
　○漁民の森管理費　　　　所在地：長見町　　　　　   　 247千円
　○国府・下府海岸緑地管理費　　　　　　　　　　　　　4,448千円
　　　　　　　　　　　　　所在地：国分町・下府町
　○公衆トイレ清掃・管理費　　　　　　　　　　　　　　1,954千円
　　　　　　　　　　　　　所在地：元浜町・三隅町外

【担当課】【担当課】
　水産課・三隅支所産業課

112,923 77,905

427 義務 職員給与費（水産業振興費） 9,399 9,399

【事業概要】
　水産業振興に係る職員の給与費

【主な内容】
○一般職員 １人

水産業振興費

　○ 般職員　１人

【担当課】
　人事課

428 一般 水産振興事務費 4,283 3,812

【事業概要】
　関係団体との意見交換、協議等事務費

【主な内容】【主な内容】
　○浜田市水産業振興協会補助金　　　　　　　　　　　　2,375千円
　○三隅川漁業環境整備事業補助金　　　　　　　　　　　　471千円
　○協議会等負担金（島根県水産振興協会負担金等）　　  1,180千円

【担当課】
　水産課・三隅支所産業課

429 義務 漁業近代化資金利子補給事業 734 734429 義務 漁業近代化資金利子補給事業 734 734

【事業概要】
　新船建造等の漁業近代化に係る借入金金利の利子補給
　（１％の利子補給）

【主な内容】
　○利子補給金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　734千円

【担当課】
水産課　水産課

430 一般 ＢＢ大鍋フェスティバル助成事業 2,850 2,850

【事業概要】
　ＢＢ大鍋フェスティバル開催経費への助成
　○開催日（予定）　　１１月３日
　○開催場所（予定）　浜田漁港
　○事業主体　　　　　ＢＢ大鍋フェスティバル実行委員会

【主な内容】
　○ＢＢ大鍋フェスティバル補助金　　　                2,850千円

【担当課】
　水産課
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431 一般 栽培漁業事業化促進事業 1,972 1,972

【事業概要】
　中間育成・放流の実施に係る負担金

【主な内容】
　○島根県水産振興協会（栽培漁業事業化促進事業）負担金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,972千円, 千円

【担当課】
　水産課

432 義務 漁協組織緊急再編対策事業 87 87

【事業概要】
　平成１５年２月に浜田市漁協と三隅町漁協が合併し、はまだ漁協が設
立された際に、島根信漁連よりはまだ漁協が借り入れた整備貸付金７億
１千５百万円の償還に対する利子補給千 百万円 償 対す 利子補給
　○Ｈ１５～Ｈ２５（債務負担行為）
　○利子補給率　国：０．６２５％　県：０．８２５％
　　　　　　　　市：０．６７％　系統団体：０．３３％

【主な内容】
　○利子補給金　　　　　　　　                      　　 87千円

【担当課】
　水産課水産課

433 一般 漁業経営安定資金貸付金 27,532 0

【事業概要】
　浜田漁港を基地とする船団の経営安定を目的として、ＪＦしまねと共
同して貸付を行う

【主な内容】
　○漁業経営安定特別対策資金　　　　　　　　　　　　 15,580千円

○旋網漁業経営安定資金 11,952千円　○旋網漁業経営安定資金　　　　　　　　　　　　　　 11,952千円

【担当課】
　水産課

434 一般 漁業振興対策補助事業 2,360 460

【事業概要】
　淡水魚の育成と内水面・海面漁業の振興を図ることを目的とした漁協
への助成

【主な内容】
　○各種補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,360千円

【担当課】
　金城支所産業課・旭支所産業課・三隅支所産業課

435 一般 漁村・漁業振興センタ－維持管理費 418 0

【事業概要】
所在地：三隅町岡見・古市場　所在地：三隅町岡見 古市場

　岡見漁業振興会館（旧三隅町漁協）及び古市場漁村センターの維持管
理費

【主な内容】
　○維持補修費（修繕費・工事費等） 　　　　　　　　 　　260千円
　○施設管理費（消防設備点検委託料等）　　　 　　 　　　108千円
　○岡見漁業振興会館
　　　指定管理者：須津青浦地区自治会（Ｈ２４～Ｈ２８）

指定管理委託料 50千円　　　　　　　　　　指定管理委託料　　　　　　　　　 　　50千円
　○古市場漁村センター
　　　指定管理者：ＪＦしまね（Ｈ２４～Ｈ２８）

【担当課】
　三隅支所産業課
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436 一般 浜田漁港活用推進事業 575 575

【事業概要】
　地元船以外の漁業者に対し、浜田漁港への水揚げを要望する誘致活動
経費

【主な内容】
　○ポートセールス旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　570千円旅費 千円

【担当課】
　水産課

437 一般 水産ブランド推進事業 1,242 1,242

【事業概要】
　浜田漁港で水揚げされる「マアジ」「ノドグロ」「カレイ」及びその
他の漁獲物の全体的な付加価値の向上を支援し、水産関係者の所得向上
及び浜田産魚の消費拡大、魚価の向上を図る及 浜田産魚 消費拡大、魚価 向 図
　○事業主体　浜田市水産物ブランド化戦略会議
　○事業内容
　　　新商品開発事業（水産高校・商業高校の新商品開発活動支援）
  　　ＰＲ事業　    （首都圏等へ浜田の魚をＰＲ）

【主な内容】
　○水産ブランド推進事業補助金　　　　　            　1,242千円

【担当課】【担当課】
　水産課

438 政策 若者漁業者確保支援事業 4,428 4,428

【事業概要】
　新卒または卒業３年以内の漁業希望者を新規漁業者として雇用し、漁
業技術等の研修を実施する漁業経営体に対し、研修費用等を助成する
　○実施主体：ＪＦしまね浜田支所
　○期間　　：Ｈ２３～Ｈ２７

【主な内容】
　○若者漁業者確保支援事業補助金　　　　　　　　　　　4,428千円
　　　実施予定人数　３人

【担当課】
　水産課

439 政策 沖合底曳網漁船リシップ推進事業 1,094 1,094

【事業概要】【事業概要】
　沖合底曳網漁船のリシップ（大規模修繕）の事前船体調査に対する支
援を行う

【主な内容】
　○リシップ推進事業補助金　対象：２ヶ統　　　　　　　1,000千円
　○協議に係る旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 94千円

【担当課】
水産課　水産課

440 政策 ふるさと漁業研修生育成事業 2,304 2,304

【事業概要】
　Ｕ・Ｉターン希望者を新規漁業者として雇用し、漁業技術等の研修を
実施する漁業経営体に対し、研修に必要な経費等を助成する
　○期間：Ｈ２４～Ｈ２６

【主な内容】【主な内容】
　○研修費用等の助成　　　　　　　　　　　　　　　　  2,304千円
　　　新規受入予定人数　２人

【担当課】
　水産課
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441 政策 浜田地域沖合底曳網漁業構造改革推進事業 48,948 48,948

【事業概要】
　沖合底曳網漁船のリシップ（大規模修繕）による漁業構造改革の取り
組みに対する支援を行う
　○事業主体：ＪＦしまね

【事業期間】
　○構造改革実証事業　　　Ｈ２５～Ｈ２９
　○構造改革促進研修事業　Ｈ２５～Ｈ２７

【主な内容】
　○構造改革実証事業　　　対象：１ヶ統　　　　　　　 47,368千円
　○構造改革促進研修事業　対象：１ヶ統　　　　　　　　1,580千円

【担当課】
　水産課

442 一般 水産物ＰＲ事業（緊急雇用創出事業） 2,702 0

【事業概要】
　緊急雇用創出臨時特例基金事業を活用し、浜田漁港で水揚げされる漁
獲物について、消費者への情報発信や魚食普及を行うことにより、消費
者の購買意欲を高め、魚価の向上を図る

【主な内容】
　○新規雇用人数　１人

【担当課】
　水産課

443 新規 新規 水産資源確保対策事業 1,995 0

【事業概要】
浜田漁港における磯資源の確保や増殖を図るため、漁業者自らの栽培　浜田漁港における磯資源の確保や増殖を図るため、漁業者自らの栽培

漁業及び資源管理型漁業への取組みを定着させることを目的として、ア
ワビの稚貝放流に対して助成を行う
　○事業主体：ＪＦしまね浜田支所
　○対象経費：アワビの稚貝購入経費
　○補助率　：４／５
　○放流地区：浜田地区、長浜地区、国府地区、津摩地区
　○期間　　：Ｈ２５～Ｈ２７

【主な内容】【主な内容】
　○稚貝購入助成　　　　　　　　　　　　　　　　  　　1,995千円

【担当課】
　水産課

29,958 7,758

444 義務 職員給与費（漁港管理費） 4,857 4,857

【事業概要】
漁港管理に係る職員の給与費

漁港管理費

　漁港管理に係る職員の給与費

【主な内容】
　○一般職員　１人

【担当課】
　人事課
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445 一般 漁港管理事務費 1,556 1,556

【事業概要】
　市が管理する漁港の維持管理経費、漁港管理に関する諸経費

【主な内容】
　○維持管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　794千円
　　　津摩漁港　　　　所在地：津摩町・治和町津 所在 津 治和
　　　折居漁港　　　　所在地：折居町・西村町
　　　福浦漁港　　　　所在地：三隅町西河内
　　　古湊漁港　　　　所在地：三隅町古市場
　　　今浦漁港　　　　所在地：三隅町折居
　○各種負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　762千円

【担当課】
　水産課・三隅支所産業課

446 投資 県事業負担金（漁港） 22,500 1,200

【事業概要】
　浜田漁港共同浄化施設における各種設備の改修工事に係る県営事業負
担金
　○負担割合：（国庫補助事業）国１／２　県１／４　市１／４
　　　　　　　（県単独事業）　県１／２　市１／２

【事業期間】
　Ｈ２２～Ｈ２５

【主な内容】
　○浜田漁港水産環境整備事業（国庫補助）負担金　 　　12,500千円
  ○浜田漁港県単漁港局部改良事業負担金　　　　　　　 10,000千円

【担当課】
　水産課

447 投資 新規 古湊漁港改修事業 1,045 145447 投資 新規 古湊漁港改修事業
【事業概要】
　所在地：三隅町古市場
　古湊漁港の野積場における陥没箇所の改修を行う

【事業期間】
　Ｈ２５

【主な内容】
○野積場改修工事　○野積場改修工事

【担当課】
　三隅支所産業課

47,228 47,228

448 政策 漁業集落排水事業特別会計繰出金 47,228 47,228

【事業概要】
　漁業集落排水事業運営に係る一般会計繰出金

漁業集落排水費

【主な内容】
　○漁業集落排水事業特別会計繰出金　　　　　　　　 　47,228千円

【担当課】
　下水道課

2,011,358 1,058,973農林水産業費合計
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259,443 247,800

449 義務 職員給与費（商工総務費） 244,409 237,266

【事業概要】
　商工総務に係る職員の給与費

商工総務費

【主な内容】
　○一般職員　３０人

【担当課】
　人事課

450 一般 商工総務事務費 8,788 8,788

【事業概要】【事業概要】
　商工に関する各事業を円滑に遂行することを目的とした事務執行に係
る経費

【主な内容】
　○非常勤嘱託職員報酬　　　　　　　　　　　　　　　　2,504千円
　○萩・石見空港利用拡大促進協議会負担金　　　　　　　3,850千円

【担当課】
産業政策課　産業政策課

451 義務 工業用水道事業会計繰出金 447 447

【事業概要】
　工業用水道事業会計運営に係る一般会計繰出金

【主な内容】
　○工業用水道事業会計繰出金　　　　　　　　　　　 　 　447千円

【担当課】
　上下水道部管理課

452 一般 みすみフェスティバル開催事業 5,799 1,299

【事業概要】
　１１月に開催するみすみフェスティバルの開催経費（三隅）

【主な内容】【主な内容】
　○みすみフェスティバル開催事業補助金　　　　　　　　5,799千円

【担当課】
　三隅支所産業課

475,036 212,768

453 般 商工業振興事務費 4 514 3 514
商工業振興費

453 一般 商工業振興事務費 4,514 3,514

拡充

【事業概要】
　商工業の振興に係る諸経費

【主な内容】
　○産業まつり開催補助金
　　　国府商工まつり　　　 　　　　　　　（浜田）　　 　300千円
　　　さざんか祭り　　　　　　　　　   　（金城） 　　　900千円
　　　旭ふる里まつり（第３０回記念大会） （ 旭 ）   　1,800千円

弥栄産業ま り （弥栄） 665千円　　　弥栄産業まつり　                   （弥栄）　     665千円

【担当課】
　産業政策課
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454 一般 小規模事業指導費助成事業 26,123 26,123

【事業概要】
　小規模事業指導事業に対する補助
　○補助率：１／４（前々年度の県補助金の１／４を補助）

【主な内容】
　○商工会議所に対する補助金　　　　　　　          　9,722千円商 会議所 補助 , 千円
　○商工会に対する補助金　　　　　　　　　           16,401千円

【担当課】
　産業政策課

455 一般 浜田港振興会負担金 22,000 22,000

【事業概要】
　浜田港振興会への負担金
　○広報宣伝、ポートセールス、各種プロジェクト、情報収集、報 伝、 、各種 、情報収集、
　　派遣職員負担金、管理運営費等

【主な内容】
　○浜田港振興会負担金　　　　　　　　　　　　　　　 22,000千円

【担当課】
　産業政策課

456 一般 ビジネスフェア中四国開催事業 956 956

【事業概要】
　浜田、広島、松山、高知の各市及び各商工会議所が連携して「消費財
見本市・商談会」を開催するための経費
　○開催日（予定）　　平成２６年２月上旬
　○開催場所（予定）　広島市総合展示館
　○予想入場者数　　　６，０００人

【主な内容】
　○出展経費補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　650千円
　○ビジネスフェア中四国実行委員会負担金　　　　　　　　241千円

【担当課】
　産業政策課

457 一般 中小企業振興預託金 185,693 0

【事業概要】
　中小企業振興融資制度への預託金

【主な内容】
○島根県小規模企業育成資金 125 693千円　○島根県小規模企業育成資金　　　　　　　　　　　　125,693千円

　○浜田市中小企業特別融資資金　　　　　　　　　　　 40,000千円
　○浜田市中小企業協同組合合理化対策融資資金         20,000千円

【担当課】
　産業政策課
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458 一般 浜田市商業活性化支援事業 5,300 3,925

【事業概要】
　商店街等が実施する商業の活性化事業について、円滑な事業実施を図
るため、費用の一部について助成する

【主な内容】
　○まちなか賑わい創出イベント事業費補助金　　　　　　2,550千円創出 業費補助 , 千円
　　　紺屋町商店街振興組合　 ：土曜夜市・秋まつり等開催事業
　　　浜田駅前銀天街協同組合 ：どんちっち神楽フェスタ開催事業
　　　栄町商店街振興組合　　 ：イルミネーション事業
　　　殿町商店街振興組合　　 ：殿町桜まつり外開催事業
　　　朝日町商店街振興組合   ：えびす祭・土曜夜市開催事業
　　　新町商店街振興組合　   ：夏新町まつり開催事業
　　　浜田駅北フェスティバル実行委員会
　　　　         　　　　　  ：浜田駅北フェスティバル開催事業

　○空店舗対策事業補助金（家賃補助）　２／３補助　　　2,750千円

【担当課】
　産業政策課

459 一般 創業者支援資金助成事業 650 650

【事業概要】
　島根県の制度融資または日本政策金融公庫の新規創業に係る融資を利島根県 制度融資または日本政策金融公庫 新規創業に係る融資を利
用する者に対する助成

【主な内容】
　○利子補給金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  650千円

【担当課】
　産業政策課

460 政策 住宅関連経済対策事業 13,792 9,172

【事業概要】
　石州瓦産業の活性化と地域木材の利用拡大を図ることを目的に、石州
瓦及び石州くんえん木材の利用助成を行うとともに、平成２０年１月２
日から平成２３年１月１日までに市内で住宅を新築または新築住宅を取
得した者に対して課税された住宅の固定資産税相当額を助成する
　○石州瓦利用助成：500円／屋根面積１㎡（限度額80千円）

○石州くんえん木材利用助成：1,000円／本（限度額100千円）　○石州くんえん木材利用助成：1,000円／本（限度額100千円）
　○固定資産税相当額助成：限度額50千円／年

【主な内容】
　○石州瓦及び石州くんえん木材利用助成　　　　　　　　9,240千円
　　　平均申請額77千円×申請見込件数１２０件
　○住宅建築奨励補助　　　　　　　　　　　　　　　　  4,552千円
　　　平成２３年度課税認定分　１００件

【担当課】【担当課】
　産業政策課

461 一般 産業振興パワーアップ事業 8,226 8,226

【事業概要】
　新商品の開発から販路拡大までの一体的な産業振興の展開を図る
　
【主な内容】【主な内容】
　○はまだ産業振興機構運営補助金　　　　　　　　　　　7,254千円

【担当課】
　産業政策課（はまだ産業振興機構）
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462 一般 浜田駅周辺イルミネーション事業 1,000 1,000

【事業概要】
　平成２１年度に浜田駅周辺街並みデザイン再生事業において設置した
浜田駅周辺のイルミネーションを、街なかの賑わいと市民に憩いと癒し
を提供するため引き続き実施する
　○点灯時期：平成２５年１０月下旬～平成２６年１月中旬（予定）
　○点灯場所：県道浜田停車場線歩道上所 県 田停車 線

【主な内容】
　○イルミネーション設置及び修繕費　　　　　　　　　　1,000千円

【担当課】
　産業政策課

463 一般 テクノカフェ構想推進事業 1,712 1,712

【事業概要】
　佐々木正特別顧問や各分野の第一人者を招聘し、特別顧問の提唱する
「テクノカフェ」構想を推進し、新産業の創出と雇用創出を図る
　○テクノカフェ設置場所：島根県西部県民センター２階

【主な内容】【主な内容】
　○佐々木正特別顧問外謝金　　　　　　　　　　　　　　　260千円
　○施設使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　240千円
　○新産業創出セミナー　テクノカフェ浜田　開催経費　　　881千円

【担当課】
　産業政策課

464 一般 島根あさひ社会復帰促進センターＰＦＩ事業者支援事業 6,000 6,000

【事業概要】
　島根あさひ社会復帰促進センターの運営における「地域との共生」に
基づいて、島根あさひソーシャルサポート（株）が行う事業に要する費
用の一部を補助し、地域の活性化を図る

【主な内容】
○食材購入補助金 3,360千円　○食材購入補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,360千円

　○物品購入補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,640千円

【担当課】
　産業政策課

465 政策 企業立地奨励事業 82,560 82,560465 政策 企業立地奨励事業 , ,

【事業概要】
　市内に工場等を新設・増設する企業に対し、奨励金を交付することに
より、産業の振興及び雇用機会の拡大を図る
　○交付対象者：２企業

【主な内容】
　○施設整備取得奨励金　　　　　　　　　　　　　　　 67,160千円

○雇用促進奨励金 15 400千円　○雇用促進奨励金　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,400千円

【担当課】
　産業政策課
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466 政策 中小企業チャレンジ支援事業 8,000 8,000

【事業概要】
　市内中小企業者の積極的な事業活動に対する助成を行い、産業振興、
雇用の維持・拡大を図る
　○補助率　　　：１／２
　○期間　　　　：Ｈ２３～Ｈ２５
　○補助対象事業：新商品開発事業

新規

補助 象 業 新商 開 業
　　　　　　　　　特許権等取得事業
　　　　　　　　　販路開拓事業
　　　　　　　　　中小企業組織化促進事業
　　　　　　　　　環境整備・衛生管理推進事業

【主な内容】
　○チャレンジ支援事業補助金　　　　　　　　　　 　　 8,000千円

【担当課】
　産業政策課

467 一般 石州半紙後継者育成支援事業 6,085 0

【事業概要】
　石州半紙の生産基盤強化、ブランド力の向上を図ることを目的とし、
後継者育成に取り組む（三隅）後継者育成に取り組む（ 隅）
　○Ｈ２５予定後継者：２人

【主な内容】
　○石州半紙後継者育成支援委託料　　　　　　　　　　　6,085千円

【担当課】
三隅支所産業課　三隅支所産業課

468 政策 浜田港ロシア貿易拡大プロジェクト負担金 13,960 13,960

【事業概要】
　浜田港ロシア貿易促進プロジェクトで得た成果をもとに、実行委員会
が実施する「浜田港ロシア貿易拡大プロジェクト」を支援することによ
り、浜田港を利用したロシア貿易の拡大を図り、地元企業及び産業の振
興を目指す興を目指す
　○国際ＲＯＲＯ船航路運航安定化対策
　○ロシアビジネス支援体制の強化
　○中央ロシア、シベリア市場の開拓支援

【主な内容】
　○浜田港ロシア貿易拡大プロジェクト負担金　　　     13,960千円

【担当課】
　産業政策課
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469 一般 浜田発地食甲子園開催事業 4,350 4,350

【事業概要】
　地元高校生の柔軟な発想を地元企業が新しい商品へ進化させると共
に、その商品を販売する企業との連携を図ることを目的に、「地食甲子
園ｉｎはまだ」を開催するための経費を助成する
　○開催（予定）日　　１０月末～１１月中旬
　○開催（予定）場所　原井小学校開催（ ） 所 原井 校

【主な内容】
　○実行委員会補助金　　　                            4,350千円

【担当課】
　産業政策課（はまだ産業振興機構）産業政策課（ 産業振興機構）

470 一般 浜田産品ブランド化推進事業 4,868 4,868

【事業概要】
　浜田産品のブランド化や地元企業の活性化のため、新商品開発や、首
都圏、関西及び四国地域を中心とした浜田産品の販路拡大を支援する

【主な内容】
　○はまだ産業振興機構運営補助金　　　　　　　　　　　4,868千円

【担当課】
　産業政策課（はまだ産業振興機構）

471 新規 新規 地域ブランド連携推進事業 1,752 1,752

【事業概要】
　第１２代浜田藩主松平康定が本居信長に贈った鈴が松阪市のシンボル
になるなどの縁から始まった松阪市との交流・連携を深めるとともに、
全国の自治体を結び広域連携でのブランド振興を行う「地域ブランド連
携協議会」に参加し、情報発信や自治体並びに民間の交流を促進するこ携協議会」に参加し、情報発信や自治体並びに民間の交流を促進するこ
とにより、地域ブランドの価値の向上を図る

【主な内容】
　○駅鈴でつなぐ松阪市石見神楽交流事業　　　　　　　　　982千円
　○地域ブランド連携協議会負担金　　　　　　　　　　　　 30千円
　○地域ブランド連携協議会アンテナショップ負担金　　　　220千円

【担当課】
産業政策課　産業政策課

　

472 新規 新規 移動販売支援事業 1,000 0

【事業概要】
　高齢者等の買い物困難者の安定した日常生活の実現や地産地消の推進
を図ることを目的として、（株）未来販売堂が行う自宅訪問を中心とし
た移動販売に対して、経費の一部を補助する（旭）

【主な内容】
　○車両燃料費に係る補助　補助率：１／２　　　　　　　　200千円
　○廃棄商品に係る補助　　補助率：２／３　　　　　　　　800千円

【担当課】
　旭支所産業課
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473 新規 新規 石州瓦販路開拓支援事業 1,000 1,000

【事業概要】
　島根県や大田市・江津市、石州瓦工業組合と連携して、石州瓦の販路
開拓コーディネーター等を配置することにより、販路拡大や販売体制の
充実を図る
　○負担割合　県：１／２　関係市：１／２
　　　関係市生産割負担割合　浜田市：１０％関係市 割負 割合 田市
　　　　　　　　　　　　　　大田市：４５％
　　　　　　　　　　　　　　江津市：４５％

【主な内容】
　○石州瓦販路開拓支援事業負担金                      1,000千円

【担当課】【担当課】
　産業政策課

474 新規 新規 設備貸与制度補助金事業 2,000 2,000

【事業概要】
　企業が希望する設備をしまね産業振興財団が購入し、長期・低利で割
賦販売する「設備貸与制度」に係る保証金を助成することにより、新た
な事業展開を行う際のイニシャルコストの軽減を図り、企業力の基盤強
化に寄与する
　○保証金：貸与決定金額の５％○保証金 貸与決定金額 ％
　○補助率：１０／１０　（上限500千円）

【主な内容】
　○設備貸与制度補助金　　　                          2,000千円

【担当課】
産業政策課　産業政策課

475 新規 新規 小規模事業者経営改善資金助成事業 2,000 2,000

【事業概要】
　セーフティネット５号の認定業種の半減や中小企業金融円滑化法の終
了を受け、市内小規模事業者支援として、平成２５年度中の小規模事業
者経営改善資金（日本政策金融公庫）新規借入分について、１年間分の
利子を助成する

○上限：50千円　○上限：50千円

【主な内容】
　○小規模事業者経営改善資金利子補給                  2,000千円

【担当課】
　産業政策課

476 一般 地食甲子園ｉｎはまだＰＲ事業（緊急雇用創出事業） 2,612 0

【事業概要】
　緊急雇用創出臨時特例基金事業を活用し、１０月末～１１月中旬開催
予定の「地食甲子園ｉｎはまだ」に係る広報ＰＲや商品の販売促進活動
を行う

【主な内容】【主な内容】
　○新規雇用人数　１人

【担当課】
　産業政策課（はまだ産業振興機構）
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477 一般 浜田産品ブランド化推進事業（緊急雇用創出事業） 2,942 0

【事業概要】
　緊急雇用創出臨時特例基金事業を活用し、市内企業の商品を掲載した
「しまね浜田の商品リスト」の更新等を行い、浜田産品のブランド化推
進を図る

【主な内容】
　○新規雇用人数　１人

【担当課】
　産業政策課（はまだ産業振興機構）

478 一般 中心商店街活性化・萩・石見空港利用促進事業（緊急雇用創出事業） 2,840 0般 中 商店街活性化 萩 見空港利用促進事業（緊急雇用創出事業）
【事業概要】
　緊急雇用創出臨時特例基金事業を活用し、中心商店街の賑わいを創出
するための情報提供やイベント等の企画実施のサポートを行うととも
に、萩・石見空港の利用促進に向けたＰＲ活動を行う

【主な内容】
　○新規雇用人数　１人

【担当課】
　産業政策課

479 一般 三隅自治区産業再生事業 50,000 0

【事業概要】
　三隅自治区内の地元産業の活性化を図ることを目的とし、経営革新等
の新たな取り組みを行う中小企業者等に対して、その費用の一部を助成の新たな取り組みを行う中小企業者等に対して、その費用の 部を助成
する（三隅）
　○期間：Ｈ２４～Ｈ２８
　○補助対象事業
　　　石央商工会経営革新計画等作成支援事業
　　　石央商工会経営指導支援事業
　　　中小企業者施設整備等支援事業
　　　　補助率：４／５、限度額：8,000千円
　　　中小企業者利子補給事業

補助率：４／５　　　　補助率：４／５

【主な内容】
　○三隅自治区産業再生事業補助金　　　　　　　　　　 50,000千円

【担当課】
　三隅支所産業課

480 一般 新規 中心商店街魅力アップ事業（緊急雇用創出事業） 4,101 0

【事業概要】
　緊急雇用創出臨時特例基金事業を活用し、各商店街と島根県立大学と
の連携づくりや各種イベント事業の提案・見直し、空店舗や出店希望者
の情報収集等を行い、中心商店街全体の魅力向上を図る

【主な内容】【主な内容】
　○新規雇用人数　１人

【担当課】
　産業政策課
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481 政策 県産材を生かした木造住宅づくり支援事業 9,000 9,000

【事業概要】
　県産材を利用した木造住宅の新築、購入又は増改築に対する助成を行
い、住宅関連事業の活性化を図る

【主な内容】
　○新築・購入　　10千円／㎥（限度額150千円）新築 購 千円／ （限 額 千円）
　　　　　　　　 150千円×申請見込件数　５５件　＝ 　 8,250千円
　○増改築　　　　10千円／㎥（限度額 75千円）
　　　　　　　 　 75千円×申請見込件数　１０件　＝  　　750千円

【担当課】
　産業政策課

538,839 168,399

482 一般 旭温泉あさひ荘管理事業 3,746 1,247
観光費

482 般 旭温泉あさひ荘管理事業
【事業概要】
　所在地：旭町木田
　旭温泉「あさひ荘」（直営）の管理運営に要する経費
　※Ｈ２５は建替工事のため、管理運営経費は３ヵ月分を見込む

【主な内容】
　○維持補修費（修繕費・工事費等）  　　　　　　　　　　132千円
　○施設管理費（光熱水費・委託料等）    　　　　　　  3,614千円

【担当課】
　旭支所産業課

483 一般 中国自然歩道管理事業 520 0

【事業概要】
　中国自然歩道及びその附帯施設の快適な利用を促進するための管理委
託経費

【主な内容】【主な内容】
　○中国自然歩道管理委託

【担当課】
　産業政策課

484 一般 観光振興事業 10,512 9,292

【事業概要】
　観光客誘致のための県外でのＰＲ経費及び市内でのイベント開催経
費 各種団体への負担金等

新規

費、各種団体への負担金等

【主な内容】
　○かなぎウェスタンライディングパーク
　　　　　　　　　　　リニューアルイベント開催経費　　1,000千円
　○島根県観光連盟会費　　　　　　　　　　　　　　　　　653千円
　○観光振興イベント開催補助金　　　　　　　　　　　　4,795千円

【担当課】
観光振興課・各支所産業課　観光振興課 各支所産業課

485 一般 美又温泉会館運営費 11,457 0

【事業概要】
　所在地：金城町追原
　美又温泉会館の管理運営に要する経費

【主な内容】
○管理運営委託料 5 225千円　○管理運営委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,225千円

　○維持補修費（修繕費・工事費等）  　　　　　　　　　　600千円
　○施設管理費（光熱水費・委託料等）　　　　　　　　　5,632千円

【担当課】
　金城支所産業課
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486 一般 温泉施設管理費 6,390 0

【事業概要】
　所在地：美又温泉（金城町追原）、湯屋温泉（金城町下来原）、
　　　　　波佐小国温泉（金城町波佐）
　コインスタンド、ポンプ、タンク等の管理運営に要する経費

【主な内容】【 容】
　○維持補修費（修繕費・工事費等）  　　　　　　　　　　650千円
　○施設管理費（光熱水費・委託料・土地借上料等）　　　5,740千円

【担当課】
　金城支所産業課

487 一般 観光施設維持管理費 14,567 13,896般 観光施設維持管 費
【事業概要】
　市内観光地の清掃等委託料、公衆便所等の清掃作業委託料、光熱水費
等の維持管理費

【主な内容】
　○波佐地場産業技術研修センター
　　　指定管理者：社会福祉法人いわみ福祉会（Ｈ２５～Ｈ２７）
　　　　　　　　　　指定管理委託料　　　　　　　 　 　  667千円
　○市内観光地清掃等委託料　　　　　　　　　　　 　　 3,568千円○市内観光地清掃等委託料 , 千円
　　（折居海水浴場、旭温泉公園、旭峡、堂床山森林公園外）
　○公衆便所等清掃作業委託料　　　　　　　　　      　5,286千円
　　（国府海水浴場・石見畳ヶ浦周辺地区、生湯海水浴場、城山公園、
　　　瀬戸ヶ島、檜ヶ浦、浜田ダム）
　○保守点検等委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　281千円
　　（城山公園桜、どんちっち神楽時計）
　○施設修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,204千円

【担当課】【担当課】
　産業政策課・金城支所産業課・旭支所産業課・三隅支所産業課

488 一般 観光協会助成事業 35,283 35,283

【事業概要】
　各種まつり、市民サロン運営等に係る補助金

【主な内容】
○浜田市観光協会補助金　○浜田市観光協会補助金

　　　定額補助分　　　　　　　　　　　　　　　 　　　17,297千円
　　　事業補助分　　　　　　　　　　　　　 　　　　　17,986千円

【担当課】
　観光振興課
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489 一般 石見神楽振興事業 7,753 4,253

【事業概要】
　浜田市の観光資源である石見神楽をＰＲすることを通じて交流人口の
拡大を目指すとともに、浜田市内において一定期間、夜神楽上演を行
い、宿泊客の増加を図る

【主な内容】【 容】
　○神楽の里・かなぎ共演大会補助金　　　　　　　　　　　300千円
　○石見神楽のまちＰＲ事業補助金　　　　　　　　　　　　600千円
　○美又・旭温泉神楽定期公演委託料　　　　　　　　　　　950千円
　○石見神楽出張上演委託料　　　　　　　　　　　　　　　950千円
　○毎日夜神楽公演負担金　　　　　　　  　　　　　　　　579千円

【担当課】
　観光振興課

490 義務 国民宿舎事業特別会計繰出金 65,675 57,675

【事業概要】
　国民宿舎「千畳苑」運営に係る一般会計繰出金
　○指定管理者：Ｆｕｎ　Ｓｐａｃｅ（株）（Ｈ２５～Ｈ２９）

【主な内容】
　○国民宿舎事業特別会計繰出金　　　　　　　　 　　　65,675千円

【担当課】
　観光振興課

491 一般 ライディングパーク管理事業 20,000 20,000

【事業概要】
　所在地：金城町久佐

かなぎウェスタンライディングパーク施設の管理運営に要する経費　かなぎウ タンライディング ク施設の管理運営に要する経費

【主な内容】
　○指定管理委託料　　　　　　　　　　　　　　　　 　20,000千円
　　　指定管理者：社会福祉法人いわみ福祉会（Ｈ２５～Ｈ２７）

【担当課】
　金城支所産業課

492 一般 自然公園清掃活動助成事業 400 400

【事業概要】
　国府海岸一帯の清掃活動を積極的に行っている地元団体に対する補助

【主な内容】
　○自然公園清掃活動事業補助金　　　　　　　　　　　　　400千円

【担当課】【担当課】
　産業政策課

493 一般 浜田市特産品協会助成事業 270 270

【事業概要】
　市内の特産品の販売促進、商品開発を推進するための助成

【主な内容】【主な内容】
　○特産品協会補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　270千円

【担当課】
　産業政策課
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494 一般 広島ＰＲセンター運営事業 11,475 75

【事業概要】
　所在地：広島市中区
　本庁及び支所と広島地区に所在する関係諸機関等との間における連
絡、物産の展示及びあっせん、流通調査、企業の誘致並びに観光情報の
提供・収集に関する事務などを目的とした広島ＰＲセンターの運営費

【主な内容】
　○非常勤嘱託職員報酬（２人）　　                    4,778千円
　○事務室賃借料　                                　　1,906千円

【担当課】
　産業政策課

495 一般 美又温泉国民保養センター運営費 4,000 0

【事業概要】【事業概要】
　所在地：金城町追原
　美又温泉国民保養センターの管理運営に要する経費
　○指定管理者制度
　　　指定管理者：（株）休暇村サービス（Ｈ２３～Ｈ２７）

【主な内容】
　○維持補修費（修繕費・工事費等） 　　               4,000千円

【担当課】【担当課】
　金城支所産業課

496 一般 和紙の郷運営事業 2,600 2,600

【事業概要】
　所在地：三隅町古市場
　国の重要無形文化財である「石州半紙」の伝承等を目的として整備し
た和紙の郷の管理運営に要する経費

【主な内容】【主な内容】
　○指定管理委託料　　　　　　　　　　　　　　　 　   2,600千円
　　　指定管理者：石州半紙技術者会（Ｈ２４～Ｈ２８）

【担当課】
　三隅支所産業課

497 一般 リフレパークきんたの里運営費 6,400 0

【事業概要】【事業概要】
　所在地：金城町七条
　リフレパークきんたの里の管理運営に要する経費
　○指定管理者制度
　　　指定管理者：（株）リフレッシュかなぎ（Ｈ２１～Ｈ２５）

【主な内容】
　○維持補修費（修繕費・工事費等） 　　　　 　　　　　6,400千円

【担当課】【担当課】
　金城支所産業課

498 一般 浜田の五地想ものがたり推進事業 1,338 1,338

【事業概要】
　「地産地消とおもてなしの心」をテーマに取り組む『浜田の五地想も
のがたり』の活動を広くＰＲし、「食」の魅力による誘客の促進を目指
す

【主な内容】
　○浜田の五地想ものがたり推進協議会負担金　　　　　　1,338千円

【担当課】
　観光振興課
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499 投資 ライディングパーク整備事業 19,875 0

【事業概要】
　所在地：金城町久佐
　かなぎウェスタンライディングパークの施設整備費

【主な内容】
　○クラブハウス屋根替え工事○ ラ ウ 屋根替 事
　○研修棟屋根替え工事
　○身体障がい者トイレ設置工事
　○馬具購入費

【担当課】
　金城支所産業課

500 義務 温泉審議会委員費 278 278義務 温泉審議会委員費
【事業概要】
　浜田市の附属機関として温泉審議会を設置し、温泉供給料金等の妥当
性について審議する

【主な内容】
　○温泉審議会委員報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　234千円

【担当課】
産業政策課　産業政策課

501 投資 旭温泉再整備事業 204,070 70

【事業概要】
　所在地：旭町木田
　旭温泉は昭和５０年に源泉が発見されてから３７年が経過しているこ
とから、湯量の安定供給と市施設のあさひ荘と民間温泉施設との連携強
化を図るため、新たな源泉の確保とあさひ荘の再整備を行う化を図るため、新たな源泉の確保とあさひ荘の再整備を行う

【事業期間】
　Ｈ２２～Ｈ２５

【主な内容】
　○あさひ荘本館改築及び別館改修工事
　○木質バイオマスボイラー設置工事
　○新タンク設置配管工事

　　（※詳細はＰ２１４の事業概要説明参照）

【担当課】
　旭支所産業課

502 投資 美又地域再開発事業 49,247 47

【事業概要】【事業概要】
　所在地：金城町追原
　美又温泉及び美又地域の活性化を図るため、美又温泉街とその周辺地
域の開発を行う

【事業期間】
　Ｈ２３～Ｈ２７

【主な内容】
○用地買収

新規
　○用地買収
　○美又温泉活性化ビジョン策定業務委託

【担当課】
　金城支所産業課
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503 一般 魅力の旅探求事業 500 500

【事業概要】
　大阪の旅行業専門学校が授業の一環として行う、浜田市を題材にした
ツアーの企画立案及び現地実習に要する費用の一部を助成し、将来にわ
たる浜田市への誘客促進を図る
　○期間：Ｈ２２～Ｈ２５

【主な内容】
　○モニターツアー運営委託
　○現地視察バス借上

【担当課】
　観光振興課

504 投資 湯屋温泉整備事業 18,617 0

【事業概要】
　所在地：金城町下来原
　湯屋温泉の泉源受水タンクの更新を行う

【事業期間】
Ｈ２５　Ｈ２５

【主な内容】
　○タンク更新工事

【担当課】
　金城支所産業課

505 一般 観光振興事務費 1,676 1,675

【事業概要】
　ＪＲ浜田駅舎２階観光振興課事務所及び公用車の維持管理経費

【主な内容】
　○公用車管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　658千円

○その他事務費 1 018千円　○その他事務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,018千円

【担当課】
　観光振興課

506 投資 新規 旭観光案内看板設置事業 5,000 0

【事業概要】
旭自治区内の観光案内看板について デザインが統一しておらず 老　旭自治区内の観光案内看板について、デザインが統 しておらず、老

朽化により撤去した箇所もあるため、統一したデザインで計画的に整備
を行う（旭）
　○設置予定場所
　　　旭温泉あさひ荘、アサヒテングストン、山ノ内梨園　等

【主な内容】
　○観光案内看板作成設置委託

【担当課】
　旭支所産業課
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507 新規 新規 浜田市観光物産展開催事業 10,000 10,000

【事業概要】
　市や企業等が独自に展開している広島地域での観光・物産イベントを
一本化し、規模を拡大することにより、浜田市のイメージと認知度の向
上を図り、観光客や農林水産商品取引の増加を目指す

【主な内容】【 な内容】
　○プロモーション委託
　○石見神楽上演謝金　　　　　　　　　　　　　　　　　　920千円

　　（※詳細はＰ２１５の事業概要説明参照）

【担当課】
　産業政策課

508 投資 新規 浜田市ＰＲ看板設置事業 1,382 0

【事業概要】
　道の駅ゆうひパーク浜田に観光案内看板を設置するとともに、ＪＲ浜
田駅舎の壁面に市民サロンの案内看板を設置し、観光客へのＰＲ強化を
図る

【主な内容】
　○ＰＲ看板製作委託

【担当課】
　観光振興課

509 一般 おもてなし観光促進事業（緊急雇用創出事業） 3,586 0

【事業概要】
　緊急雇用創出臨時特例基金事業を活用し、観光施設等のサービス向上
を目的としたニーズ調査を行うとともに、おもてなしムード醸成のため
の「歓迎フラッグ」の作成を行う

【主な内容】
　○新規雇用人数　１人

【担当課】
　観光振興課

510 一般 石見神楽サポーター育成支援事業（緊急雇用創出事業） 3,801 0

【事業概要】【事業概要】
　緊急雇用創出臨時特例基金事業を活用し、石見神楽社中と市民の間に
サポーターを育成し、上演環境や後援体制を整えることにより、石見神
楽のまちづくりを推進する

【主な内容】
　○新規雇用人数　１人

【担当課】
観光振興課　観光振興課

511 一般 特産品販売促進事業（緊急雇用創出事業） 4,039 0

【事業概要】
　緊急雇用創出臨時特例基金事業を活用し、観光協会のホームページリ
ニューアルに合わせてインターネットショッピングサイトを新設し、地
域の特産品の販路拡大を図る

【主な内容】【主な内容】
　○新規雇用人数　１人

【担当課】
　観光振興課
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512 政策 拡充 合宿等誘致事業 9,500 9,500

【事業概要】
　市内に多数存在する豊かな自然環境に恵まれたスポーツ施設を有効に
活用し、都会地からスポーツ合宿等を誘致することにより、リピーター
の確保や新規合宿誘致活動の強化、地元のおもてなし体制の強化を図る
　○助成額：１名あたり1千円／泊
　　　ウェルカムチケット（特典付きチケット）活用団体についてはウ チケット（特典付きチケット）活用団体に は
　　　１名あたり500円／泊を追加助成

【主な内容】
　○合宿等誘致促進助成金　　　　　　　　　　　　　　　9,500千円

種類 内容 使用可能団体
配布先

対象 メリ ト 特典 期待される効果

ウェルカムチケットとは・・・

対象 メリット・特典 期待される効果

リピーター
チケット

再度合宿をする際に追加
助成が受けられる。

合宿誘致事業を活用
したことのある団体

合宿誘致事業を活用した団体
再度お得に合宿が実施
できる。

リピーター確保

プレゼント
チケット

合宿を実施した団体に別
の団体を紹介してもらう。

新規団体 合宿誘致事業を活用した団体
紹介成立ごとに特産品
セットをプレゼント。

新規合宿誘致
●旬の特産品のＰＲ

エージェント
チケット

旅行エージェントなどが合
宿の誘致活動に活用する。

新規団体
・ホスピタリティ専門学校卒業生
・広島ＰＲセンター
・県外の旅行エージェント等

営業ツールとして活用で
きる。観光協会のバス助
成制度と絡めればエー
ジェントにとっては、更に
強力なツールに。

新規合宿誘致

●県外の認知度アップ
⇒観光ツアー造成

【担当課】
　観光振興課

513 一般 新規 ニューツーリズム推進事業（緊急雇用創出事業） 4,882 0

【事業概要】
緊急雇用創出臨時特例基金事業を活用し 都市農村交流の促進や小学　緊急雇用創出臨時特例基金事業を活用し、都市農村交流の促進や小学

校の教育旅行の誘致のため、ツーリズムインストラクターやナビゲー
ターを育成し、浜田の自然を舞台とした観光プログラムの開発に取り組
む

【主な内容】
　○新規雇用人数　１人

【担当課】
観光振興課　観光振興課

23,100 10,842

514 一般 雇用対策事務費 259 259

【事業概要】
　若年労働者の地元定着、雇用環境の向上等を関係団体と連携して推進
する

【主な内容】
○浜田・江津地区雇用推進協議会負担金 180千円

雇用対策費

　○浜田・江津地区雇用推進協議会負担金　　　　　　　　　180千円

【担当課】
　産業政策課

515 一般 浜田市シルバー人材センター助成事業 10,583 10,583

【事業概要】
　(社)浜田市シルバー人材センターの運営補助を行い、高齢者に就労の
場を確保し、社会参加による生きがい活動の充実を図る

縮減
【主な内容】
　○(社)浜田市シルバー人材センター運営補助金　　　   10,583千円

【担当課】
　高齢障がい課
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516 一般 雇用促進住宅大規模修繕事業 10,000 0

【事業概要】
　平成２３年４月から市が管理を始めた雇用促進住宅の大規模修繕経費
（500千円以上）
　○小福井団地、内田団地、国府団地、金城団地

【主な内容】【 容】
　○施設修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　10,000千円

【担当課】
　産業政策課

517 一般 無料職業紹介事業（緊急雇用創出事業） 2,258 0

【事業概要】
　緊急雇用創出臨時特例基金事業を活用し、無料職業紹介所を設置し緊急雇用創出臨時特例 事業 活用 、無料職業紹介所 設置
て、求職者のニーズに応じた個別的な支援を行い、就業機会の増加を図
る

【主な内容】
　○新規雇用人数　１人

【担当課】
　産業政策課

11,185 5,619

518 一般 企業誘致対策事務費 803 803

【事業概要】
　地域経済の活性化を図るとともに雇用の場を確保するための企業誘致
促進活動を実施する

【主な内容】
○島根県企業誘致対策協議会負担金 224千円

企業誘致対策費

　○島根県企業誘致対策協議会負担金　　　　　　　　　　　224千円

【担当課】
　産業政策課

519 一般 島根あさひ社会復帰促進センター支援事業 2,055 2,055

【事業概要】
　島根あさひ社会復帰促進センターの運営において、国、県、周辺自治
体 経済界及び地域住民との緊密な連携・連絡調整を図るための経費体、経済界及び地域住民との緊密な連携 連絡調整を図るための経費

【主な内容】
　○顧問報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,200千円

【担当課】
　旭支所産業課

520 一般 浜田市人会事業 5 566 0520 般 浜田市人会事業 5,566 0

【事業概要】
　関東、関西、広島における情報収集、企業誘致、浜田市のＰＲを円滑
に行うための浜田市出身者において組織する会に対する助成等

【主な内容】
　○浜田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　726千円
　○金城　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　104千円
　○旭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　928千円

○弥栄 2 898千円　○弥栄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,898千円
　○三隅　　　　　　　　　                      　　　　910千円

【担当課】
　産業政策課・各支所産業課
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521 新規 新規 島根あさひ社会復帰促進センター開所５周年記念事業 2,761 2,761

【事業概要】
　島根あさひ社会復帰促進センターが開所５周年を迎えるにあたり、地
域経済への波及効果や地域との共生等を検証し、今後の計画・施策へ生
かすためのフォーラムを開催する
　○開催予定：平成２５年８月
　○負担割合：国１／２　市１／２負 割合 国 ／ 市 ／

【主な内容】
　○実行委員会負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　2,761千円

【担当課】
　産業政策課

1,307,603 645,428商工費合計
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787,332 570,351

522 義務 職員給与費（土木総務費） 413,683 413,683

【事業概要】
　土木総務に係る職員の給与費

土木総務費

【主な内容】
　○一般職員　５２人

【担当課】
　人事課

523 一般 土木総務事務費 26,375 25,952

【事業概要】【事業概要】
　道路、橋梁、河川等の円滑な管理に係る経費

【主な内容】
　○道路台帳更新委託料　　　　　　　　　　　　　 　　 8,200千円
　○街路灯等維持修繕費　　　　　　　　　　　　　　 　14,149千円
　○島根県土木協会負担金　　　　　　　　　　　　 　 　1,009千円

【担当課】
維持管理課・各支所建設課　維持管理課・各支所建設課

524 投資 地籍調査事業 252,806 65,883

【事業概要】
　地籍調査に係る経費
　負担割合：国１／２　県１／４　市１／４

【主な内容】
○浜田 熱田４ 田橋２ 田橋３ 長浜町１ 64 116千円　○浜田　熱田４　田橋２　田橋３　長浜町１　　　　　 64,116千円

　○金城　入野４　入野５　追原１　追原２
　　　　　久佐１　久佐２　久佐３　久佐４　　　　　　108,170千円
　○弥栄　三里①　大坪①　木都賀⑤　　　　　　　　　 44,285千円
　○三隅　東平原１　東平原２　東平原３　　　　　　　 36,235千円

【担当課】
　地籍調査室

525 義務 大長見ダム管理事業 2,259 2,259

【事業概要】
　治水、灌漑用水、水道用水確保のための多目的ダムとして建設された
大長見ダムの管理費負担金（管理費の３．５％相当額）

【主な内容】
　○大長見ダム管理費負担金　　　　　　　　　　　　　　2,259千円

【担当課】【担当課】
　建設企画課
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526 一般 重富バスストップ管理費 2,247 2,247

【事業概要】
　所在地：旭町重富
　旭町重富バスストップに係る管理費

【主な内容】
　○重富バスストップ管理費　　　　　　　　　　　　　　2,247千円富 管 費 , 千円

【担当課】
　旭支所建設課

527 一般 国県道推進事務費 1,744 1,744

【事業概要】
　山陰自動車道早期建設及び県道改良促進に係る要望活動経費、各種道
路関係同盟会等負担金路関係同盟会等負担金

【主な内容】
　○中国横断広島浜田自動車道利用促進同盟会負担金　　　　344千円
　○浜田益田間高規格道路建設促進期成同盟会負担金　　　　300千円
　○山陰自動車道（安来～益田）建設期成同盟会負担金　　　170千円

【担当課】
　建設企画課

528 一般 浜田駅関連施設管理費 11,288 7,653

【事業概要】
　浜田駅関連施設の維持管理費

【主な内容】
　○管理委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,322千円
　○維持修繕費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,814千円

【担当課】
　維持管理課

529 一般 岡見地区スポーツセンター施設管理費 930 930

【事業概要】
　所在地：三隅町岡見
　地域住民の健康推進、コミュニティ活動推進のために建設された施設
の維持管理を適正に行い、施設機能の充実や利用者の利便性を図る

【主な内容】
○岡見地区スポーツセンター　○岡見地区スポーツセンター

　　指定管理者：（財）浜田市教育文化振興事業団（Ｈ２５～Ｈ２９）
　　　　　　　　指定管理委託料　　　　　　　　　　　　　930千円

【担当課】
　三隅支所建設課
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530 新規 公共土木施設整備事業 50,000 50,000

【事業概要】
　市民生活に密接した道路・公園・河川等の公共施設を集中的に整備し
安全安心な公共施設を確保する

【主な内容】
　○河川堆積土砂撤去委託　一式　　　　　　　　　　 　10,500千円○河川堆積 砂撤去委託 式 , 千円
　○危険木伐採委託　　　　一式　　　　　　　　　　　　2,000千円
　○維持修繕工事　　　　　一式　　　　　　　　　　 　37,500千円

【担当課】
　維持管理課・各支所建設課

531 投資 残土処理場整備事業 26,000 0投資 残土処理場整備事業 ,

【事業概要】
　所在地：弥栄町高内
　借地期間が満了となる市管理の残土処理場の整地を行うとともに、新
たな残土処理場を確保する

【事業期間】
　Ｈ２４～Ｈ２７

【主な内容】【主な内容】
　○場内整地工事　　Ａ＝８ｈａ
　○排水路整備工事　Ｌ＝８００ｍ

【担当課】
　弥栄支所建設課

31,128 13,126

532 一般 建築指導総務費 2,588 0

【事業概要】
　建築確認や完了検査等に係る経費（限定特定行政庁事務）

【主な内容】
　○指定道路台帳システム保守管理等委託料　　　　　　　1,084千円
　○全国建築審査会協議会負担金　　　　　　　　　　　　　　9千円

○日本建築行政会議負担金 50千円

建築指導費

　○日本建築行政会議負担金　　　　　　　　　　　　　　　 50千円

【担当課】
　建築住宅課

533 政策 狭あい道路拡幅整備事業 4,000 2,000

【事業概要】【事業概要】
　都市計画区域内の狭あい市道（４ｍ未満）で建築行為時に無償提供を
受けた道路後退用地を拡幅整備する（社会資本整備総合交付金事業）
　○分筆及び登記に要する経費の助成　限度額：200千円
　○コンクリートブロック塀等の除去に要する経費の助成 7,500円／ｍ
　○板塀、フェンス等の除去に要する経費の助成　2,300円／ｍ　外

【主な内容】
　○狭あい道路拡幅整備工事　　　　　　　　　　　　　　3,400千円

○狭あい道路拡幅整備事業補助金 600千円　○狭あい道路拡幅整備事業補助金　　　　　　　　　　　　600千円

【担当課】
　建築住宅課
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534 政策 緑と花の沿道推進事業 500 250

【事業概要】
　都市計画区域の用途地域内において公道沿いに生垣等を設置し、また
は公道沿いのブロック塀等を除去したものに対する補助（社会資本整備
総合交付金事業）
　○限度額：100千円

【主な内容】
　○緑と花の沿道推進事業補助金　　　　　　　　　　　　　500千円

【担当課】
　建築住宅課

535 政策 建築物耐震改修促進事業 7,040 1,976

【事業概要】
地震による建築物の被害等を未然に防止するため、昭和５６年５月３　地震による建築物 被害等を未然に防 するため、昭和 年 月

１日以前に着工された木造で階数が２以下の住宅の所有者等が実施する
耐震改修等に対する補助（社会資本整備総合交付金事業）
　○耐震診断事業　　　補助率：　　９／１０　限度額： 60千円
　○補強計画策定事業　補助率：　　　２／３　限度額：400千円
　○耐震改修事業　　　補助率：　　　１／２　限度額：800千円
　○解体助成事業　　　補助率：２３／１００　限度額：400千円

【事業期間】
Ｈ２１～Ｈ２７　Ｈ２１ Ｈ２７

【主な内容】
　○木造住宅耐震化等促進事業補助金　　　　　　　　　　7,040千円

【担当課】
　建築住宅課

536 政策 住宅リフォーム助成事業 10,000 5,000

【事業概要】【事業概要】
　市民の生活環境の向上と住宅関連産業の振興を図るため、市内の施工
業者を利用して既存の住宅リフォーム工事を行う者に対し、その費用の
一部を助成する（社会資本整備総合交付金事業）
　○補助率：１／１０　限度額：200千円

【事業期間】
　Ｈ２３～Ｈ２５

【主な内容】【主な内容】
　○住宅リフォーム助成事業補助金　　　　　　　　　 　10,000千円

【担当課】
　建築住宅課

537 政策 危険空き家対策事業 7,000 3,900

【事業概要】
居住環境の向上を図るため 適正に管理されず防災上周囲に対して危　居住環境の向上を図るため、適正に管理されず防災上周囲に対して危

険性の高い空き家の除却を促進する（社会資本整備総合交付金事業）
　○除去促進事業（危険空き家除却に対する助成）
　　補助率：４／１０　限度額：500千円
　○空き家対策事業（土地及び建物の寄付を受け、市が除却を行う）

【事業期間】
　Ｈ２４～Ｈ２７

【主な内容】【主な内容】
　○危険空き家除却促進事業補助金　　　　　　　　 　 　3,000千円
　○危険空き家の除却工事　　　　　　　　　　　　　　　4,000千円

【担当課】
　建築住宅課
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593,855 19,405

538 一般 道路橋梁総務事務費 5,290 5,290

【事業概要】
　道路橋梁に関する維持管理事務費

【主な内容】
○道路パトロール経費 2,470千円

道路橋梁総務費

　○道路 ト ル経費　　　　　　　　　　　　　　　　2,470千円
　○道路賠償責任保険料　　　　　　　　　　　　　　　　2,108千円
　○橋梁アセットマネジメントシステム委託料　　　　　　　680千円

【担当課】
　維持管理課・建設整備課

539 投資 県事業負担金（建設） 36,700 1,950539 投資 県事業負担金（建設） ,

【事業概要】
　県道改良及び急傾斜地の崩壊防止に係る負担金

【主な内容】
　○県道改良事業負担金　　　　１０箇所　　　　　　 　29,400千円
　　田所国府線（宇野町）
　　田所国府線（大金町）
　　浜田八重可部線（後野町）

一の瀬折居線（鍋石町）　　 の瀬折居線（鍋石町）
　　桜江金城線（金城町追原）
　　弥栄旭インター線（金城町小坂）
　　弥栄旭インター線（金城町柚根）
　　弥栄旭インター線（弥栄町小坂）
　　浜田美都線（弥栄町木都賀）
　　三隅井野長浜線（三隅町三隅）

　○急傾斜地崩壊防止事業負担金　３箇所　　　　　　 　 7,300千円
生湯地区（生湯町）　　生湯地区（生湯町）

　　高佐地区（高佐町）
　　今市地区（旭町今市）

【担当課】
　建設企画課

540 一般 市道測量登記事業 4 411 4,411540 般 市道測量登記事業 4,411 4,411

【事業概要】
　未登記市道の登記に要する経費

【主な内容】
　○測量登記委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,400千円

【担当課】
　維持管理課

541 投資 県事業負担金（ダム） 4,000 200

【事業概要】
　第二浜田ダム整備に伴う付替県道改良工事に係る負担金
　市負担率：事業費の１／１０

【主な内容】【主な内容】
　○県道黒沢安城浜田線（河内）道路改良事業負担金　　　4,000千円

【担当課】
　建設企画課
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542 政策 浜田三隅道路建設附帯事業 15,400 1,200

【事業概要】
　所在地：原井町、内田町、西村町、折居町
　国土交通省が施工する浜田三隅道路建設工事に伴う附帯事業

【主な内容】
　○青川長見線側溝整備工事　　Ｌ＝１８２ｍ青 長 線側溝 備
　○内田地区給水管接続工事　　Ｌ＝　１０ｍ
　○大麻２４号線側溝整備工事　Ｌ＝　９０ｍ
　○折居川浚渫工事

【担当課】
　建設企画課

543 政策 浜田文教地区基盤整備貸付金 500,000 0

【事業概要】【事業概要】
　浜田文教地区基盤整備事業に伴い、処分保留を依頼している土地開発
公社の用地購入にかかった借入金の返済に充てるための貸付金

【主な内容】
　○土地開発公社への貸付金　　　　　　　　　　　　　500,000千円

【担当課】
　建設企画課

544 一般 金城スマートＩＣ２４時間化事業 1,500 1,500

【事業概要】
　所在地：金城町今福
　２４時間化の試行により、運営上の課題・問題点の把握、利用状況・
需要の把握、地域活性化への影響把握を行う

【主な内容】
○金城スマートＩＣ２４時間化試行運用補助金 1,500千円　○金城 トＩＣ２４時間化試行運用補助金　　　　　1,500千円

【担当課】
　金城支所建設課

545 投資 第二浜田ダム関連事業 16,554 854

【事業概要】
　所在地：河内町

島根県が施工する第二浜田ダム建設事業の工事用道路を市道とするた　島根県が施工する第二浜田ダム建設事業の工事用道路を市道とするた
めの整備事業

【主な内容】
　○カネヤバラ線用地買収　Ａ＝７，３００㎡

【担当課】
　建設企画課

546 政策 新規 橋梁長寿命化調査点検事業 10,000 4,000

【事業概要】
　橋梁長寿命化修繕計画策定のため調査点検した全市９６０橋梁につい
て、年間２００橋梁程度を５年１サイクルとして定期点検調査を実施す
る（社会資本整備総合交付金事業）

【事業期間】
　Ｈ２５～Ｈ２９

【主な内容】
　○定期点検調査業務

【担当課】
　建設整備課
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258 885 227 748道路維持費 258,885 227,748

547 一般 道路維持修繕費 169,385 155,587

【事業概要】

道路維持費

【事業概要】
　市道を常時良好な状態に保ち、安全で快適に通行できるよう維持修繕
し 市民生活や経済活動に支障を及ぼさないよう努めるし、市民生活や経済活動に支障を及ぼさないよう努める

【主な内容】【主な内容】
　○道路清掃・草刈作業報償金　　　　　　　　　　　 　14,340千円
　○道路維持修繕補修費　　　　　　　　　　　　　 　　97,165千円
　○草刈作業委託料　　　　　　　　　　　　　　　 　　14,000千円

【担当課】【担当課】
　維持管理課・各支所建設課

548 義務 除雪事業 75,000 71,827548 義務 除雪事業 ,

【事業概要】
　積雪時における交通路の確保を図る
とともに、住民生活の安定に寄与する
ことを目的とする除雪作業

【主な内容】
　○除雪車等維持修繕費　　　　　　　　　　　　　　　 14,080千円

○除雪作業委託料 千円　○除雪作業委託料　　　　　　　　　　　　　　　　 　58,274千円
　○除雪機借上料　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　800千円

【担当課】
維持管理課・各支所建設課　維持管理課 各支所建設課

549 投資 除雪車購入事業 8,500 34

【事業概要】
所在地 旭町　所在地：旭町

　市道の除雪作業を行う除雪車の購入（社会資本整備総合交付金事業）

【主な内容】
○除雪ドーザ購入 ５ｔ級１台　○除雪ド ザ購入　５ｔ級１台

【担当課】【担当課】
　旭支所建設課

550 投資 除雪車格納庫整備事業 6,000 300

【事業概要】【事業概要】
　所在地：弥栄町大坪

大坪地区の県道改良に伴う残地を取得し、６台収容可能な除雪車庫を　大坪地区の県道改良に伴う残地を取得し、６台収容可能な除雪車庫を
建設する

【事業期間】
　Ｈ２４～Ｈ２６

【主な内容】
○排水工 Ｌ＝１２０ｍ　○排水工　　Ｌ＝１２０ｍ

　○敷地造成　Ａ＝１，６２０㎡
○用地買収 Ａ＝７０２㎡　○用地買収　Ａ ７０２㎡

【担当課】
　弥栄支所建設課
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1,280,152 73,252

551 義務 職員給与費（道路新設改良費） 51,692 47,202

【事業概要】
　道路新設改良に係る職員の給与費

【主な内容】
　○一般職員　７人

道路新設改良費

○ 般職員 人

【担当課】
　人事課

552 投資 生活道路整備事業 149,000 7,500

【事業概要】【事業概要】
　地域住民の利便性向上を図ることを目的に生活に密着した市道につい
て、小規模ながら実効性のある部分的な拡幅や突角剪除等を実施する

【主な内容】
　○浜田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　20,000千円
　　浜田１２号線拡幅改良工事　　　Ｌ＝　５０ｍ
　　横山線拡幅改良工事　　　　　　Ｌ＝　３０ｍ

○金城 25,000千円　○金城　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25,000千円
　　甚五郎線外道路改良工事　　　　Ｌ＝４３０ｍ

　○旭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　30,000千円
　　畑喰谷線拡幅改良工事　　　　　Ｌ＝３００ｍ
　　上野線拡幅改良工事　　　　　　Ｌ＝　６８ｍ

　○弥栄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 44,000千円
　　山賀線外測量設計業務　　　　　一式

森ヶ原線道路改良工事 Ｌ＝ ８０ｍ　　森ヶ原線道路改良工事　　　　　Ｌ 　８０ｍ

　○三隅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　30,000千円
　　井川線突角剪除工事　　　　　　一式
　　飛石岡田線突角剪除工事　　　　一式

【担当課】
　建設整備課・各支所建設課

553 投資 白砂今浦線道路新設事業 50,000 0

【事業概要】
　所在地：三隅町折居
　地域住民の利便性向上と通行上の安全確保を図ることを目的に、地元
住民に密着した路線の改良を行う
　○Ｌ＝９００ｍ、Ｗ＝６．０ｍ

【事業期間】
　Ｈ１９～Ｈ２６

【主な内容】
　○道路工事　Ｌ＝４４０ｍ

【担当課】
　三隅支所建設課
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554 投資 古湊松原線道路新設事業 90,000 0

【事業概要】
　所在地：三隅町古市場
　古湊地区は、国道・県道等の幹線道路からＪＲ鉄道路線により狭小道
路で分断されているため、地域住民の利便性向上と防災上の安全確保を
図ることを目的に、幹線道路へのアクセス道となる新規路線を整備する
　○Ｌ＝２３８ｍ、Ｗ＝５．０ｍ○ 、

【事業期間】
　Ｈ２３～Ｈ２７

【主な内容】
　○護岸工事　Ｌ＝２３０ｍ
　○函渠工事　一基
　○用地買収　一式

【担当課】
　三隅支所建設課

555 投資 柏尾谷線改良事業 105,000 0

【事業概要】
　所在地：旭町都川
　地域住民の利便性向上と地域の活性化を図ることを目的に、都川地区
と重富地区の連絡道、また重富バスストップや旭インターチェンジへのと重富地区の連絡道、また重富バスストップや旭インタ チェンジ の
アクセス道となる路線の改良を行う（道整備交付金事業）
　○Ｌ＝２，３２０ｍ、Ｗ＝７．０ｍ

【事業期間】
　Ｈ１８～Ｈ２６

【主な内容】
　○道路改良工事　　Ｌ＝３１０ｍ

○法面工事 Ａ＝３ ６００㎡　○法面工事　　　　Ａ ３，６００㎡
　○排水工事　　　　一式
　○電柱等移転補償　一式

【担当課】
　旭支所建設課

555 投資 支弁人件費 △ 2,000 0

556 投資 青原伊木線道路改良事業 84,000 0

【事業概要】
　所在地：金城町七条
　地域住民の利便性向上と通行上の安全確保を図ることを目的に、地域
住民に密着した路線の改良を行う（道整備交付金事業）
　○Ｌ＝７２０ｍ、Ｗ＝５．０ｍ

【事業期間】
　Ｈ２３～Ｈ２６

【主な内容】
　○改良工事　Ｌ＝３４０ｍ
　○舗装工事　Ｌ＝３８０ｍ
　○電柱等移転補償　一式

【担当課】【担当課】
　金城支所建設課

556 投資 支弁人件費 △ 1,600 0
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557 投資 追原勝地線道路改良事業 30,000 0

【事業概要】
　所在地：金城町追原
　主要地方道桜江金城線と江津市桜江町勝地を結ぶ唯一の路線で、幅員
が狭小で急カーブも多く、通行が非常に困難な状況にあるため、幅員確
保の改良工事を実施する
　○Ｌ＝５１０ｍ、Ｗ＝４．０ｍ○ 、

【事業期間】
　Ｈ２３～Ｈ２６

【主な内容】
　○道路改良工事　Ｌ＝１００ｍ
　○電柱移転補償　一式

【担当課】【担当課】
　金城支所建設課

558 投資 ふるさとかいてき道整備事業 15,000 800

【事業概要】
所在地：片庭町、熱田町、下府町外　所在地：片庭町、熱田町、下府町外

　損傷の著しい浜田自治区の市道の舗装について、計画的に舗装補修を
行う

【主な内容】
　○舗装補修工事　　　　　　　　　　　　　　　　　 　14,600千円
　　浜田３３６号線外　Ｌ＝５００ｍ
　　西浜田３７号線外　Ｌ＝４００ｍ
　　国府１６６号線外　Ｌ＝３００ｍ

【担当課】
　維持管理課

559 投資 側溝整備事業 56,000 2,800

【事業概要】
所在地：松原町 紺屋町 黒川町外　所在地：松原町、紺屋町、黒川町外

　市道の排水機能向上と環境整備を図るため、計画的に側溝整備を行う

【主な内容】
　○側溝整備工事及び移転補償　　　　　　　　　　　　 54,730千円
　　長沢外ノ浦線（浜田）　　Ｌ＝１００ｍ
　　浜田３４６号線（浜田）　Ｌ＝１００ｍ
　　浜田９８号線外（浜田）　Ｌ＝　５０ｍ
　　浜田３０号線（浜田）　　Ｌ＝１００ｍ

国府１０１号線（浜田） Ｌ＝１００ｍ　　国府１０１号線（浜田）　Ｌ＝１００ｍ
　　浜田３４７号線（浜田）　Ｌ＝　８５ｍ
　　浜田１９３号線（浜田）　Ｌ＝　５０ｍ
　　稲道線（弥栄）　　　　　Ｌ＝２００ｍ
　　杵束安城線（弥栄）　　　Ｌ＝　６０ｍ
　　森ヶ原線（弥栄）　　　　Ｌ＝　６０ｍ
　　青谷線（弥栄）　　　　　Ｌ＝１００ｍ
　　西の郷西線（弥栄）　　　Ｌ＝１００ｍ
　　日高４号農道（弥栄）　　Ｌ＝２００ｍ

元本町役場線（三隅） Ｌ＝２００ｍ　　元本町役場線（三隅）　　Ｌ＝２００ｍ

【担当課】
　維持管理課・弥栄支所建設課・三隅支所建設課
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560 投資 集落かいてき道整備事業 105,000 5,300

【事業概要】
　所在地：金城町、旭町、弥栄町、三隅町
　集落間をつなぐ重要な生活路線を計画的に舗装補修し、安全な生活路
線として確保する

【主な内容】【 な内容】
　○舗装補修工事　　　　　　　　　　　　　　　　　  102,565千円
　　うるし谷線外（金城）　　Ｌ＝３，５００ｍ
　　防六線（旭）　　　　　　Ｌ＝　　６１５ｍ
　　美又線（旭）　　　　　　Ｌ＝　　５００ｍ
　　門田小角線（弥栄）　　　Ｌ＝　　５００ｍ
　　大坪峠線（弥栄）　　　　Ｌ＝　　５００ｍ
　　本郷下門田線（弥栄）　　Ｌ＝　　５００ｍ
　　谷線（弥栄）　　　　　　Ｌ＝　　５００ｍ

下古市八曽線（三隅） Ｌ＝ ７００ｍ　　下古市八曽線（ 隅）　　 　　

【担当課】
　各支所建設課

561 投資 大谷線改良事業（浜田） 40,000 2,000

【事業概要】
所在地：治和町　所在地：治和町

　当該路線と国道９号線を接続する交差点は出入りが非常に危険である
ため、バイパスルートを新設改良し、危険交差点の解消を図る
　○Ｌ＝９４４ｍ、Ｗ＝５.０ｍ

【事業期間】
　Ｈ１２～Ｈ２５

【主な内容】
○道路築造工事 Ｌ＝１３０ｍ　○道路築造工事　　　　Ｌ １３０ｍ

　○電柱等移転補償　　　一式

【担当課】
　建設整備課

562 投資 中筋線道路改良事業 128,300 0

【事業概要】
　所在地：三隅町井野
　地域住民の利便性向上と通行上の安全確保を図ることを目的に、県道
三隅井野長浜線を経由し国道９号線へアクセスする井野地区の生活幹線
道を整備する
　○１～５工区　Ｌ＝１，７００ｍ、Ｗ＝５．０ｍ

【事業期間】【事業期間】
　Ｈ２３～Ｈ２７

【主な内容】
　○測量設計業務委託（５工区）　一式
　○改良工事（２、３、４工区）　Ｌ＝８３０ｍ
　○立木移転補償（１工区）　　　一式

【担当課】【担当課】
　三隅支所建設課
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563 投資 松原２号線道路新設事業 53,400 0

【事業概要】
　所在地：三隅町岡見
　松原地区の県道益田種三隅線より南側に位置する区域には幅員狭小な
道路しかないため、地域住民の利便性向上と通行上の安全確保を図るこ
とを目的に、県道から直接進入できる道路を新設する
　○Ｌ＝２９０ｍ、Ｗ＝５．０ｍ○ 、

【事業期間】
　Ｈ２４～Ｈ２５

【主な内容】
　○道路工事　Ｌ＝２９０ｍ
　○用地買収　一式
　○建物移転補償　一式

【担当課】
　三隅支所建設課

564 投資 長田線災害防除事業 36,750 850

【事業概要】
所在地：金城町長田　所在地：金城町長田

　幅員が狭小な上、落石が頻繁にある危険箇所があるため、法面工事を
施工し地域住民の通行の安全を図る（社会資本整備総合交付金事業）
　○Ｌ＝８０ｍ

【事業期間】
　Ｈ２４～Ｈ２５

【主な内容】
○法面工事 Ｌ＝８０ｍ　○法面工事　Ｌ ８０ｍ

　○用地買収　Ａ＝２，５００㎡
　○立木移転補償　一式

【担当課】
　金城支所建設課

564 投資 支弁人件費 △ 700 △ 700

565 投資 上来原旧国道線道路改良事業 10,000 0

【事業概要】
　所在地：金城町上来原
　狭小幅員の解消と河川増水による冠水を防ぐため、島根県が施工する
茶の谷川河川改修事業にあわせて道路改良を行う

○道路改良 Ｌ＝３３０ｍ Ｗ＝５ ０ｍ　○道路改良　Ｌ＝３３０ｍ、Ｗ＝５．０ｍ

【事業期間】
　Ｈ２４～Ｈ２７

【主な内容】
　○改良工事　Ｌ＝４０ｍ
　○県事業負担金　橋梁改良１基
　○電柱移転補償　一式

【担当課】
　金城支所建設課
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566 投資 狭小市道回転場等緊急設置事業 16,000 800

【事業概要】
　狭小幅員の市道に待避所や回転場を部分的に設置し、車両の離合等を
容易にする

【事業期間】【事業期間】
　Ｈ２２～Ｈ２６
　　Ｈ２２はきめ細かな道路橋梁整備事業（交付金）（Ｈ２１繰越）、
　　Ｈ２３は公共土木施設整備事業で実施

【主な内容】
　○待避所、回転場設置工事　　　　　　　　　　　　　 16,000千円
　　浜田７３号線外（浜田）
　　亀谷原線（金城）

柏尾谷下線外（旭）　　柏尾谷下線外（旭）
　　丸迫線外（弥栄）
　　松ヶ原浴線外（三隅）

【担当課】
　維持管理課・各支所建設課

567 投資 国府１７１号線改良事業 26,000 1,300567 投資 国府１７１号線改良事業
【事業概要】
　所在地：上府町
　天神地区から久畑地区にかけて宅地化が進み、当該路線の通過交通量
が増加しているが、幅員狭小で車の離合が困難であるため、幅員確保の
ための局部改良工事を実施する

【事業期間】
　Ｈ２４～Ｈ２５

【主な内容】
　○舗装工事　　　　Ｌ＝１３５ｍ
　○側溝整備工事　　Ｌ＝１１０ｍ
　○重力擁壁工事等　一式

【担当課】
　建設整備課

568 投資 新規 戸地線改良事業 42,000 0

【事業概要】
　所在地：旭町重富
　当該路線は重富地区と都川地区を結ぶ重要アクセス道路となっている
が、幅員が狭く線形も粗悪であることから通行や離合が困難であるため
道路改良工事を行い、アクセス道路としての利便性の向上を図る（社会
資本整備総合交付金事業）資本整備総合交付金事業）
　○Ｌ＝１，５００ｍ、Ｗ＝７.０ｍ

【事業期間】
　Ｈ２５～Ｈ３２

【主な内容】
　○測量設計業務委託　一式

【担当課】【担当課】
　旭支所建設課

568 投資 支弁人件費 △ 800 0
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569 投資 新規 西の谷集会所線道路新設事業 15,400 800

【事業概要】
　所在地：三隅町岡見
　西の谷集会所への進入路は狭小な道路しかなく、緊急車両の進入に支
障をきたしているため、新たに進入路を新設し、防災上の安全確保及び
利便性の向上を図る

【事業期間】
　Ｈ２５

【主な内容】
　○測量設計業務委託　一式
　○道路工事　　　　　Ｌ＝７０ｍ、Ｗ＝５.０ｍ
　○用地買収　　　　　一式
　○電柱移転補償　　　一式

【担当課】
　三隅支所建設課

570 政策 新規 東七条下来原線道路改良事業 17,500 0

【事業概要】【事業概要】
　所在地：金城町七条
　消防署金城出張所（仮称）建設に伴い、市道の付け替え工事を実施す
る
　○Ｌ＝１３６ｍ、Ｗ＝４．０ｍ

【事業期間】
　Ｈ２５～Ｈ２６

【主な内容】【主な内容】
　○改良工事　　　Ｌ＝１３６ｍ、Ｗ＝４．０ｍ

　 （※詳細はＰ２１６の事業概要説明参照）

【担当課】
　金城支所建設課

571 投資 新規 深笹線（２工区）道路改良事業 15,000 0

【事業概要】
　所在地：金城町小国
　地域住民の利便性向上と通行上の安全確保を図ることを目的に、道路
幅員狭小部の拡幅改良工事を行う
　○Ｌ＝９００ｍ、Ｗ＝５.０ｍ

【事業期間】
　Ｈ２５～Ｈ２７

【主な内容】
　○測量設計業務委託　一式
　○用地買収　　　　　Ａ＝１，５００㎡
　○立木移転補償　　　一式

【担当課】【担当課】
　金城支所建設課
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572 投資 新規 スマートⅠＣアクセス道路改良事業 41,000 0

【事業概要】
　所在地：金城町今福
　金城スマートＩＣのアクセス道路は、上り線・下り線ともに見通しが
悪く危険な状況であるため、道路改良工事を実施し、通行の安全確保を
図る

【事業期間】
　Ｈ２５

【主な内容】
　○測量設計業務委託　一式
　○改良工事　　　　　Ｌ＝４５０ｍ、Ｗ＝７.０ｍ
　○電柱移転補償　　　一式

【担当課】【担当課】
　金城支所建設課

573 投資 新規 浜田２９３号線外改良事業 20,000 1,000

【事業概要】
　所在地：港町
　当該路線と国道９号線が接続する交差点は変則的な形状で危険である
ため、交差点部分の改良工事を行い、通行の安全確保を図る

【事業期間】
　Ｈ２５

【主な内容】
　○排水溝工事　Ｌ＝４３ｍ
　○舗装工事　　Ｌ＝５５ｍ、Ｗ＝６.０ｍ
　○配水管移転補償　一式

【担当課】
　維持管理課

574 投資 新規 浜田５５５号線道路整備事業 26,000 1,300

【事業概要】
　所在地：松原町
　旧愛宕寮敷地を宅地として整備するため、旧愛宕寮を解体し、道路を
新設する新設する

【事業期間】
　Ｈ２５

【主な内容】
　○旧愛宕寮解体工事　一式
　○用地買収　　　Ａ＝１７４㎡
　○道路築造工事　Ｌ＝９０ｍ、Ｗ＝６.０ｍ

【担当課】
　建設整備課
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575 投資 新規 黒川上府線改良事業 10,000 500

【事業概要】
　所在地：上府町
　地域住民の利便性向上と通行上の安全確保を図ることを目的に、高佐
町と上府町の境で未改良となっている区間の道路改良工事を実施する
　○Ｌ＝１３０ｍ、Ｗ＝６.０ｍ

【事業期間】
　Ｈ２５～Ｈ２７

【主な内容】
　○測量設計業務委託　一式
　○用地買収　　　Ａ＝７５０㎡

【担当課】
建設整備課　建設整備課

576 投資 新規 長沢下府線通学路整備事業 7,350 50

【事業概要】
　所在地：長沢町

通学路の交通安全対策として、長沢踏切から二反田入口付近までの区　通学路の交通安全対策として、長沢踏切から二反田入口付近までの区
間を歩車共存道路として整備する（社会資本整備総合交付金事業）
　○Ｌ＝８２０ｍ、Ｗ＝６.０ｍ

【事業期間】
　Ｈ２５～Ｈ２７

【主な内容】
　○測量設計業務委託　一式

【担当課】
　建設整備課

576 投資 支弁人件費 △ 140 △ 50

577 投資 浜田１２７号線改良事業 5,000 300

【事業概要】
　所在地：黒川町
　当該路線は現況幅員が狭小であり、救急車等の緊急車両の通行が困難
であるため、道路拡幅工事等を実施する

○Ｌ＝２５０ｍ Ｗ＝４ ０ｍ　○Ｌ＝２５０ｍ、Ｗ＝４.０ｍ

【事業期間】
　Ｈ２２～Ｈ２７

【主な内容】
　○床版橋工事　　２箇所
　○防護柵工事　　２箇所

【担当課】【担当課】
　建設整備課
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578 投資 新規 東部統合小学校通学路整備事業 30,000 1,500

【事業概要】
　所在地：上府町、下府町
　東部統合小学校建設に伴い、通学路となる下府上府線の交通安全対策
工事を実施する
　○Ｌ＝１，６３１ｍ、Ｗ＝５.０ｍ

【事業期間】
　Ｈ２５～Ｈ２７

【主な内容】
　○測量設計業務委託　　一式
　○盛土部切下げ工事　　Ｌ＝１１７ｍ
　○ボックスカルバート　Ｌ＝　１２ｍ
　○道路照明灯設置　　　４灯

○樹木伐採　○樹木伐採

【担当課】
　建設整備課

579 投資 新規 生活支援道路等整備事業 10,000 0

【事業概要】
所在地：三隅町　所在地：三隅町

　点在する住家への進入路としての市道が狭小であることや、高齢化が
進む中で道路の草刈への負担が増える等、多くの課題を抱える三隅自治
区において、生活道路の部分拡幅、排水改良、防草対策等の整備を行い
住民の安全で安心な生活を支援する

【事業期間】
　Ｈ２５～Ｈ２７

【主な内容】【主な内容】
　○待避所、回転場設置工事　一式
　○部分拡幅工事　　　　　　一式

【担当課】
　三隅支所建設課

134 787 23 687交通安全対策事業費 134,787 23,687

580 義務 職員給与費（交通安全対策事業費） 6,347 6,187

【事業概要】
　交通安全対策に係る職員の給与費

【主な内容】
　○一般職員　１人

【担当課】
人事課

交通安全対策事業費

　人事課

581 投資 交通安全施設整備事業 17,200 17,200

【事業概要】
　通行の安全を確保するために、ガードレールやカーブミラー等の交通
安全施設を整備する

【主な内容】
○交通安全施設整備工事 一式 15 900千円　○交通安全施設整備工事　 式　　　　　　　　　　 　15,900千円

【担当課】
　維持管理課・旭支所建設課・三隅支所建設課
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582 投資 あんしん歩行エリア交通安全施設等整備事業 105,000 2,300

【事業概要】
　交通事故が多く公共施設が集中している中心市街地について、計画的
な交通安全対策工事を行う（社会資本整備総合交付金事業）
　○浜田３３７号線歩道整備　Ｌ＝２１５ｍ
　○新町相生線歩道整備　　　Ｌ＝２３０ｍ

【主な内容】
　○交通安全施設整備工事　一式　　　　　　　　　　　103,000千円

【担当課】
　建設整備課

582 投資 支弁人件費 △ 2,000 △ 2,000

583 投資 新規 今福旧県道線交通安全施設整備事業 8,400 0

【事業概要】
　所在地：金城町今福
　当該路線の沿線には小学校や保育所等の施設があり、地区の生活幹線
道路として機能しているが、歩道がなく通学路としては危険な状況であ
るため 歩道整備工事を行い 歩行者の安全確保を図る（社会資本整備るため、歩道整備工事を行い、歩行者の安全確保を図る（社会資本整備
総合交付金事業）
　○歩道整備　Ｌ＝６５０ｍ、Ｗ＝３.０ｍ

【事業期間】
　Ｈ２５～Ｈ２８

【主な内容】
　○用地買収　　　　　Ａ＝５９㎡

○測量設計業務委託 一式　○測量設計業務委託　 式
　○電柱等移転補償　　一式

【担当課】
　金城支所建設課

583 投資 支弁人件費 △ 160 0

13,714 13,714

584 一般 公共排水路整備事業 13,714 13,714

【事業概要】
　民生の安定を図るための公共的な小河川や水路の整備を実施する

【主な内容】
○公共排水路修繕料 2 800千円

公共水路整備費

　○公共排水路修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　　2,800千円
　○公共排水路清掃委託料　　　　　　　　　　　　　　　6,270千円
　○公共排水路維持補修工事　　　　　　　　　　　　　　3,261千円

【担当課】
　維持管理課
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80,500 1,700

585 投資 橋梁長寿命化改修事業 72,500 2,200

【事業概要】
　所在地：金城町、旭町、弥栄町、三隅町
　橋梁長寿命化修繕計画に基づき、補修が必要な橋梁について計画的な
補修工事を実施する（社会資本整備総合交付金事業）

橋梁新設改良費

【主な内容】
　○金城　　大橋、新大橋、栃下橋 外
　○旭　　　一ノ瀬橋、中郡橋、宮の前橋、佐々田橋
　○弥栄　　小黒目谷橋、田鶴ノ木橋、本郷橋、丸の本橋
　○三隅　　御幸橋

【担当課】
　各支所建設課

585 投資 支弁人件費 △ 1,000 △ 1,000

586 投資 新規 黒川大橋耐震補強事業 9,000 500

【事業概要】
　所在地：黒川町
　島根県が策定する緊急輸送道路ネットワーク事業に基づき、黒川大橋
の耐震補強工事を実施する

○Ｌ＝４８ｍ、Ｗ＝１４.２ｍ　○Ｌ ４８ｍ、Ｗ １４.２ｍ

【事業期間】
　Ｈ２５～Ｈ２６

【主な内容】
　○測量設計業務委託　　一式

【担当課】
建設整備課　建設整備課

29,242 18,644

587 一般 河川ダム推進事務費 555 555

【事業概要】
　ダム事業推進に係る国・県に対する要望活動及び協議に係る経費

【主な内容】
○ダム対策協議会助成金 300千円

河川総務費

　○ダム対策協議会助成金　　　　　　　　　　　　　　　　300千円
　○矢原川ダム建設促進期成同盟会負担金　　　　　　　　　100千円

【担当課】
　建設企画課

588 一般 河川浄化事業 20,997 10,499

【事業概要】【事業概要】
　県管理河川の草刈・清掃等による河川周辺の環境整備
　負担割合：県１／２　市１／２
　○３１河川予定
　　唐鐘川、下府川、浜田川、周布川、家古屋川、長田川、八戸川、
　　本郷川、三隅川、岡見川、矢原川等

【主な内容】
　○草刈報償金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,969千円

○草刈委託料 8 028千円　○草刈委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  8,028千円

【担当課】
　維持管理課・各支所建設課
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589 一般 河川維持管理事業 7,690 7,590

【事業概要】
　浜田市管理河川の草刈・清掃等による河川周辺の環境整備
　○９５河川予定
　　夏井川、折居川、隠田川、原川、掛田川、馬喰岩川、青川、
　　津摩川、新市川、吉地川、吉地山手川等

【主な内容】
　○草刈報償金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,880千円
　○清掃委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　830千円
　○河川維持工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,700千円

【担当課】
　維持管理課・各支所建設課

6,000 300

590 投資 新規 恩地川河川整備事業 6,000 300

【事業概要】
　所在地：上府町　　河川名：恩地川
　恩地川の中流から上流にかけての未改良区間は、河川勾配が緩く、通
水断面が小さいため、浸水被害を防ぐための河川整備を行う
　○Ｌ＝５００ｍ

河川整備事業費

【事業期間】
　Ｈ２５～Ｈ３２

【主な内容】
　○概略設計業務委託　一式

【担当課】
　建設整備課

15,000 550

591 投資 自然災害防止事業 15,000 550

【事業概要】
　地すべりや災害の発生を予防し、また、災害の拡大を防止するため
に、排水溝や市道側溝等を整備する

【主な内容】

自然災害防止事業費

【主な内容】
　○高野地区　２箇所
　　側溝設置　Ｌ＝３００ｍ、排水溝設置　Ｌ＝３５０ｍ
　○宅地自然災害防止工事

【担当課】
　建設整備課・各支所建設課

826 826

592 一般 港湾振興事務費 826 826

【事業概要】
　重点港湾、日本海側拠点港である浜田港の整備促進に係る経費

【主な内容】
　○整備促進要望活動費　　　　　　　　　　　　　　　　　596千円

○日本港湾協会負担金 200千円

港湾振興費

　○日本港湾協会負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　200千円

【担当課】
　建設企画課
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72,440 69,284

593 義務 都市計画審議会委員費 307 307

【事業概要】
　都市計画法に基づく都市計画決定についての審議を行う
　○審議会委員　１７人

【主な内容】

都市計画総務費

【主な内容】
　○審議会委員報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　252千円

【担当課】
　建設企画課

594 義務 職員給与費（都市計画総務費） 17,023 16,977

【事業概要】【事業概要】
　都市計画総務に係る職員の給与費

【主な内容】
　○一般職員　２人

【担当課】
　人事課

595 一般 都市計画総務事務費 610 0

【事業概要】
　都市計画関係事務に係る経費及び各種協議会等負担金

【主な内容】
　○都市計画協会負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　123千円
　○中国地方都市美協議会負担金 　　　　　　　　　　　　　14千円

【担当課】
　建設企画課

596 一般 景観づくり事業 500 500

【事業概要】
　所在地：琵琶町
　万灯山公園の夜間景観づくりの

活動に対する補助　活動に対する補助
　

【主な内容】
○万灯山公園イルミネ シ ン補助金 500千円　○万灯山公園イルミネーション補助金　　　　　　　　　　500千円

【担当課】
　建設企画課
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597 政策 用途地域見直し事業 2,000 2,000

【事業概要】
　用途地域の見直し及び指定に係る資料や関係図書等の作成を行い、変
更後の都市計画総括図を整備する
　○用途地域の見直し　浜田都市計画区域内の用途地域及び周辺
　　　　　　　　　　　旭都市計画区域内の用途地域及び周辺
　○用途地域の指定　　三隅都市計画区域内の三隅・向野田地区、○用途地域 指定 隅都市計画区域内 隅 向野田地区、
　　　　　　　　　　　中央公園地区及び周辺

【事業期間】
　Ｈ２４～Ｈ２５

【主な内容】
　○都市計画総括図作成業務委託

【担当課】【担当課】
　建設企画課

598 政策 新規 景観計画策定事業 5,000 2,500

【事業概要】
　市独自の景観計画を策定し、景観行政団体へ移行することにより、浜
田らしい特色ある景観形成を図る

【事業期間】
　Ｈ２５～Ｈ２６

【主な内容】
　○景観計画策定業務委託
　○景観計画策定委員会委員報酬　　　　　　　　　　　　　240千円

【担当課】
建設企画課　建設企画課

599 政策 新規 統合型ＧＩＳ更新事業 47,000 47,000

【事業概要】
　航空写真データ、地形図データの修正を行い、統合型ＧＩＳを更新す
ることで、固定資産税評価替え等の円滑な業務推進を図る

【事業期間】【事業期間】
　Ｈ２５～Ｈ２６

【主な内容】
　○統合型ＧＩＳ更新業務委託

【担当課】
　建設企画課

346 346

600 一般 都市下水路維持修繕費 346 346

【事業概要】
　都市下水路の維持管理を行い、下水路周辺の環境整備を図る

【主な内容】
　○都市下水路清掃委託料　　　　　　　　　　　　　　　　346千円

【担当課】

都市下水路費

【担当課】
　維持管理課
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257,432 128,722

601 義務 職員給与費（公園費） 9,026 9,026

【事業概要】
　公園の維持管理に係る職員の給与費

【主な内容】
○一般職員 １人

公園費

　○ 般職員　１人

【担当課】
　人事課

602 一般 公園管理費 120,066 118,356

【事業概要】
公園（海のみえる文化公園 旭運動公園 御部ダム周辺公園 三隅中　公園（海のみえる文化公園、旭運動公園、御部ダム周辺公園、三隅中

央公園、田の浦公園等）の維持管理費

【主な内容】
　○公園遊具等施設修繕料　　　　　　　　　　　　 　 　2,124千円
　○公園管理等委託料　　　　　　　　　　　　　　　 　48,009千円
　○三隅中央公園及び田の浦公園
　　指定管理者：（財）浜田市教育文化振興事業団（Ｈ２５～Ｈ２９）
　　　　　　　　 指定管理委託料　　　　　　　   　　 45,318千円

【担当課】
　維持管理課・金城支所建設課・旭支所建設課・三隅支所建設課

603 投資 三隅中央公園整備事業 76,900 0

【事業概要】
　所在地：三隅町古市場

経年劣化により維持管理上支障をきたしている三隅中央公園野球場の　経年劣化により維持管理上支障をきたしている三隅中央公園野球場の
改修を行う

【主な内容】
　野球場の改修工事
　○スコアボード、バックスクリーン改修
　○バックネット張替
　○ベンチ改修
　○壁面緩衝材設置

○内野グランド整備　○内野グランド整備

【担当課】
　三隅支所建設課

604 投資 旭公園施設改修事業 12,740 640

【事業概要】
所在地：旭町今市　所在地：旭町今市

　昭和５６年に供用開始された旭公園の施設の老朽化に伴い、改修工事
を実施し、施設の安全と利用向上を図る

【事業期間】
　Ｈ２３～Ｈ２６

【主な内容】
　○プール循環ろ過装置更新

○子供広場遊具等改修　○子供広場遊具等改修

【担当課】
　旭支所建設課
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605 投資 県事業負担金（公園） 5,600 300

【事業概要】
　島根県が施工する石見海浜公園整備事業に係る負担金
　市負担率：事業費の１／１０

【主な内容】
　○石見海浜公園整備事業負担金　　　　　　　　　　　　5,600千円○石見海浜公園整備事業負担金 , 千円

【担当課】
　建設企画課

606 政策 都市公園施設安全・安心対策緊急総合支援事業 33,700 1,000

【事業概要】
　公園施設長寿命化計画に基づき、
都市公園施設の修繕等を行う（社会都市公園施設の修繕等を行う（社会
資本整備総合交付金事業）

【主な内容】
　○遊具等公園施設修繕工事　一式

【担当課】
維持管理課・旭支所建設課・三隅支所建設課　維持管理課 旭支所建設課 三隅支所建設課

606 政策 支弁人件費 △ 600 △ 600

279,292 279,292

607 政策 公共下水道事業特別会計繰出金 279,292 279,292

【事業概要】
公共下水道事業運営に係る一般会計繰出金

公共下水道費

　公共下水道事業運営に係る 般会計繰出金

【主な内容】
　○公共下水道事業特別会計繰出金　　　　　　　　　　279,292千円

【担当課】
　下水道課

162,123 74,929

608 義務 職員給与費（住宅管理費） 8,913 8,709

【事業概要】
　住宅管理に係る職員の給与費

【主な内容】
　○一般職員　１人

【担当課】

住宅管理費

【担当課】
　人事課

609 一般 公営住宅管理事務費 3,672 0

【事業概要】
　公営住宅に係る管理事務費

【主な内容】【主な内容】
　○住宅管理電算システム委託料等　　　　　　　　　　　3,253千円

【担当課】
　建築住宅課・各支所建設課
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610 一般 一般住宅管理事務費 2,973 0

【事業概要】
　一般住宅に係る管理事務費

【主な内容】
　○土地借上料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 33千円
　○定住住宅利子補給金　　　　　　　　　　　　　　　　2,681千円○定住住宅利子補給金 , 千円

【担当課】
　各支所建設課

611 一般 公営住宅維持修繕費 5,360 0

【事業概要】【事業概要】
　老朽化した公営住宅に係る改修費用

【主な内容】
　○公営住宅修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,200千円

【担当課】
　建築住宅課・各支所建設課

612 一般 一般住宅維持修繕費 3,409 0

【事業概要】
　老朽化した一般住宅に係る改修費用

【主な内容】
　○一般住宅修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　　  3,100千円

○浄化槽維持管理委託料 105千円　○浄化槽維持管理委託料　　　　　　　　　　　　　　　  105千円
　○消防用設備等点検委託料　　　　　　　　　　　　　　 　18千円

【担当課】
　各支所建設課

613 投資 一般住宅整備事業 6,700 6,700

【事業概要】
　所在地：三隅町三隅
　老朽化した市営住宅の補修

【事業期間】
　Ｈ２２～Ｈ２５

【主な内容】【主な内容】
　○海石集団移転住宅屋根修繕工事　Ｇ・Ｉ棟

【担当課】
　三隅支所建設課

- 169 -



整理
番号

事業
区分

前年
比較

　　 事業名及び事業概要 事業費 一般財源

614 一般 公営住宅等管理委託事業 43,226 0

【事業概要】
　公営住宅法の適用を受ける市営住宅（公営住宅）を管理代行制度で、
公営住宅法の適用を受けない一般市営住宅等を指定管理者制度で管理委
託を行い、住民サービスの向上、管理の効率化、経費の節減等を図る

【主な内容】【 な内容】
　○管理代行制度
　　公営住宅
　　管理代行者：島根県住宅供給公社（Ｈ２４～Ｈ２８）
　　　　　　　　管理代行委託料　　　　　　　　　　　 28,932千円

　○指定管理者制度
　　黒川改良住宅
　　指定管理者：島根県住宅供給公社（Ｈ２４～Ｈ２８）

指定管理委託料 6,544千円　　　　　　　　指定管理委託料　　　　　　　　　　　　 , 千円
　
　　一般市営住宅、特定公共賃貸住宅
　　指定管理者：浜田土建（株）（Ｈ２４～Ｈ２８）
　　　　　　　　指定管理委託料　　　　　　　　　　　　3,127千円
　
　　地域定住住宅、集団移転住宅、若者住宅、弥栄若者定住化住宅
　　指定管理者：浜田土建（株）（Ｈ２４～Ｈ２８）
　　　　　　　　指定管理委託料　　　　　　　　　　　　4,481千円

【担当課】
　建築住宅課・各支所建設課

615 投資 市営住宅改修事業 31,170 31,170

【事業概要】
老朽化し 使用に不便な建物の施設部分の一部改修や材料ごと取替と　老朽化し、使用に不便な建物の施設部分の 部改修や材料ごと取替と

なる部分のオーバーホール等を実施する

【主な内容】
　○工事費、負担金　　　　　　　　　　　　　　　 　　31,170千円
　　下府住宅屋根塗装工事（浜田）
　　緑ヶ丘住宅鉄扉等塗装工事（浜田）
　　石原住宅玄関ドア塗装工事（浜田）
　　国分住宅下水道接続工事（浜田）

日脚団地合併処理施設修繕負担金（浜田）　　日脚団地合併処理施設修繕負担金（浜田）
　　波佐住宅改修工事（金城）
　　あさひインターハイツ手摺改修工事（旭）

【担当課】
　建築住宅課・金城支所建設課・旭支所建設課

616 投資 公営住宅等長寿命化改修事業 56,700 28,350

【事業概要】
　公営住宅等の有効活用のために策定した浜田市公営住宅等長寿命化計
画に基づき、改修工事を行う（社会資本整備総合交付金事業）

【主な内容】
　○石原住宅給水方式変更工事
　○日脚大久保住宅給水施設改修工事負担金

【担当課】
　建築住宅課
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整理
番号

事業
区分

前年
比較

　　 事業名及び事業概要 事業費 一般財源

430,413 11,926

617 義務 職員給与費（住宅建設費） 9,847 9,847

【事業概要】
　市営住宅等の建設に係る職員の給与費

【主な内容】
○一般職員 １人

住宅建設費

　○ 般職員　１人

【担当課】
　人事課

618 投資 新規 市営住宅建設事業 7,700 2,000

【事業概要】
所在地：弥栄町大坪　所在地：弥栄町大坪

　地域定住の促進を図るため、大坪開発センター敷地を利用し、老朽化
が著しい塚の元住宅１号棟を移転新築する
　○Ｈ２５　　　　　測量設計、地盤調査
　○Ｈ２６　　　　　大坪開発センター解体、敷地造成
　○Ｈ２７　　　　　建築工事

【事業期間】
　Ｈ２５～Ｈ２７

【主な内容】
　○測量設計　　一式
　○地盤調査　　一式

【担当課】
　弥栄支所建設課

619 政策 長浜西住宅建設事業 412,866 79

【事業概要】
　所在地：長浜町
　平成２６年度完成を目途に、熱田住宅（２０戸）長浜住宅（１２戸）
城ヶ平住宅（４０戸）を集約し、新規に長浜西住宅（８０戸）を建設す
る（社会資本整備総合交付金事業）
　○Ｈ２３～Ｈ２４　基本設計、実施設計業務委託
　○Ｈ２５～Ｈ２６　本工事、駐車場等整備工事　外

○Ｈ２７ 入居開始　○Ｈ２７　　　　　入居開始

【事業期間】
　Ｈ２３～Ｈ２６

【主な内容】
　○本体工事　　一式
　　移転補償費　一式

【担当課】【担当課】
　建築住宅課

4,433,467 1,527,802土木費合計
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９．（消　防　費）　　　1,524,185千円

整理
番号

事業
区分

前年
比較

  事業名及び事業概要 事業費 一般財源

991,692 982,687

620 義務 職員給与費（常備消防費） 921,308 916,132

【事業概要】
　常備消防に係る職員の給与費

常備消防費

【主な内容】
　○一般職員　１１２人

【担当課】
　人事課

621 一般 常備消防事務運営費 53 911 52 082621 般 常備消防事務運営費 53,911 52,082

【事業概要】
　消防本部・消防署（１署５出張所）の消防救急業務を遂行するための
経費

　　　消防本部・消防署　　所在地：原井町
　　　桜ヶ丘出張所　　　　所在地：下府町
　　　美又出張所　　　　　所在地：金城町今福
　　　旭出張所　　　　　　所在地：旭町丸原

弥栄出張所 所在地：弥栄町木都賀　　　弥栄出張所　　　　　所在地：弥栄町木都賀
　　　三隅出張所　　　　　所在地：三隅町向野田

【主な内容】
　○位置情報通知システム等情報通信料　　　　　　　　　5,082千円
　○職員防火服等購入　　　　　　　　　　　　　　　　　4,500千円
　○防災情報システム管理費負担金　　　　　　　　　　　　559千円
　○施設維持管理費（光熱水費、修繕料外）　　　　　　 15,612千円

【担当課】【担当課】
　消防総務課・予防課・警防課・通信指令課

622 一般 消防職員管理費 3,790 1,790

【事業概要】
　消防の任務を遂行するために必要となる知識及び技術の習得・体力の
練成のための研修費

【主な内容】
　○消防学校入校負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　446千円
　　　消防大学校入校（１人）
　　　島根県消防学校入校（８人）

【担当課】
　消防総務課

623 一般 救急救命士養成事業 2,900 2,900

【事業概要】
　救急救命士の養成を計画的に行うための研修費（１人）
　気管挿管・薬剤投与研修を行い、認定救急救命士の養成を進める

【主な内容】
　○救急救命研修所負担金　　　　　　　　　　　　　　　2,010千円

○救急救命士病院実習委託料 240千円　○救急救命士病院実習委託料　　　　　　　　　　　　　　240千円

【担当課】
　警防課
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整理
番号

事業
区分

前年
比較

  事業名及び事業概要 事業費 一般財源

624 義務 通信指令管理費 9,783 9,783

【事業概要】
　高機能消防指令センター保守に係る経費

【主な内容】
　○高機能消防指令センター保守委託料　　　　　　　　　5,330千円
　○高機能消防指令センター消耗部品交換委託料　　　　　2,459千円高機能消防指令 消耗部 託料 , 千円
　○高機能消防指令センターサーバーリース料　　　　　　1,894千円

【担当課】
　通信指令課

118,342 100,826

625 義務 消防団員報酬等 49,510 49,510

【事業概要】

非常備消防費

【事業概要】
　消防団員の報酬及び費用弁償（定員１，０６５人）

【主な内容】
　○報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　25,102千円
　○費用弁償　                                       24,408千円

【担当課】
　警防課

626 一般 消防団員退職報償金 16,720 0

【事業概要】【事業概要】
　５年以上勤務した消防団員の退職者に対する報償金（４０人見込み）

【主な内容】
　○消防団員退職報償金　　　　　　　　　 　　　　　　16,720千円

【担当課】
　警防課

627 一般 非常備消防事務運営費 29,424 28,628

【事業概要】
　消防団運営に係る経費

【主な内容】
　○消火栓維持補修工事負担金　　　　　　　　　　　　　1,500千円
　○消防団員福祉共済負担金　　　　　　　　　　　　　　1,603千円
　○防火衣等消防機材購入　　　　　　　　　　　　　　　　491千円

○施設維持管理費（光熱水費 修繕料外） 8 583千円　○施設維持管理費（光熱水費、修繕料外）　　　　　　　8,583千円

【担当課】
　警防課

628 義務 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 22,688 22,688

【事業概要】
　消防団員の損害補償及び退職報償、消防作業従事者の損害補償掛金

【主な内容】
　○消防団員等公務災害補償等共済基金掛金　　　　　 　22,688千円

【担当課】
　警防課
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整理
番号

事業
区分

前年
比較

  事業名及び事業概要 事業費 一般財源

414,151 7,951

629 投資 防災まちづくり事業 48,370 870

【事業概要】
　消防団に係る消防施設・設備の整備を行う

【主な内容】
○防火水槽新設２箇所（旭、三隅）

消防施設費

　○防火水槽新設２箇所（旭、三隅）
　○小型動力ポンプ購入1台（三隅）
　○小型動力ポンプ付普通積載車購入１台（浜田）
　○小型動力ポンプ付軽積載車購入４台（浜田２、金城２）
　○消火栓新設工事　１７基
　　（浜田１０、金城１、旭１、弥栄４、三隅１）

【担当課】
　警防課・各支所自治振興課

630 政策 消防施設等整備事業 61,546 5,746

新規

【事業概要】
　常備消防に係る消防車両の更新・整備を行う

【主な内容】
　○消防ポンプ自動車更新
　○指揮車購入
　○梯子車主要部品定期交換

【担当課】
　警防課

631 政策 消防救急無線デジタル化整備事業（共通波） 165,603 3

【事業概要】
　消防救急無線で使用しているアナログ周波数の使用期限の到来（平成
２８年５月）及び消防救急無線の高度化へ対応するため、消防救急無線
をデジタル化することで、大規模災害や国民保護等で安定した通信の実
現を図る現を図る

【主な内容】
　○消防救急無線デジタル化整備事業（共通波）負担金  165,603千円
 
【担当課】
　通信指令課

632 政策 新規 （仮称）金城出張所新築事業 24,329 1,329

【事業概要】【事業概要】
　美又出張所を金城自治区の中心部へ移転新築し、管内消防力の均衡を
図る

【主な内容】
　○建築設計業務委託料
　○移転新築に係る敷地造成工事等
　
　　（詳細はＰ２１６の事業概要説明参照）
 
【担当課】
　消防総務課・金城支所自治振興課

633 政策 新規 消防救急無線デジタル化整備事業（活動波） 114,303 3

【事業概要】
　消防救急無線デジタル化整備事業（共通波）で整備する無線基地局
に、浜田消防が消防活動等で使用する活動波機器を整備する

【主な内容】【主な内容】
　○活動波機器購入費等
 
【担当課】
　通信指令課

1,524,185 1,091,464消防費合計
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11．（災害復旧費）　　　90,000千円

整理
番号

事業
区分

前年
比較

  事業名及び事業概要 事業費 一般財源

20,000 7,300

758 政策 ２５年農業用施設災害復旧費 20,000 7,300

【事業概要】
　豪雨や台風等の災害発生時に、被災した農業用施設の応急的な対応を
図る

農業用施設災害復旧費

図る
　国庫負担率：０．６５

【主な内容】
　○単独　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 8,000千円
　○補助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　12,000千円

【担当課】
　農林課

20,000 7,300

759 政策 ２５年林業施設災害復旧費 20,000 7,300

【事業概要】
　豪雨や台風等の災害発生時に、被災した林業施設の応急的な対応を図
る
　国庫負担率：０．６５

【主な内容】
○単独 8 000千円

林業施設災害復旧費

　○単独　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  8,000千円
　○補助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　12,000千円

【担当課】
　農林課

50,000 7,020

760 政策 ２５年公共土木施設災害復旧費 50,000 7,020

【事業概要】
豪雨や台風等の災害発生時に 被災した公共土木施設の応急的な対応

道路橋梁災害復旧費

　豪雨や台風等の災害発生時に、被災した公共土木施設の応急的な対応
を図る
　国庫負担率：０．６６７

【主な内容】
　○単独　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　10,000千円
　○補助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　40,000千円

【担当課】
維持管理課　維持管理課

90,000 21,620災害復旧費合計
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12．（公　債　費）　　　6,536,239千円

整理
番号

事業
区分

前年
比較

  事業名及び事業概要 事業費 一般財源

5,740,810 5,563,164

761 義務 長期債元金 5,740,810 5,563,164

【事業概要】
　長期債借り入れに伴う元金償還

元金

【主な内容】
　○通常分　　　　　                           　 4,212,330千円
　○繰上償還分　　　　　                          1,448,480千円
　○きらめき債積立分　           　                  80,000千円

【担当課】
　財政課

793 983 793 983利子 793,983 793,983

762 義務 長期債利子 790,062 790,062

【事業概要】
　長期債借り入れに伴う利子償還

【主な内容】
　○長期債償還利子                                  790,062千円

【担当課】
財政課

利子

　財政課

763 義務 一時借入金利子 3,921 3,921

【事業概要】
　一時借入金利子

【主な内容】
　○借入の限度額:10,000,000千円

【担当課】【担当課】
　財政課

1,446 1,446

764 義務 住民参加型市場公募地方債発行手数料 1,446 1,446

【事業概要】
　住民参加型市場公募地方債発行手数料

【主な内容】
○募集委託手数料 11千円

公債諸費

　○募集委託手数料　　　　　　　　　　　　　　　   　　　11千円
　○引受・募集取扱手数料等　　　　　　　　　　　　 　 1,344千円
　○元金支払事務手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　 74千円

【担当課】
　財政課

6,536,239 6,358,593公債費合計
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13．（予　備　費）　　　22,000千円

整理
番号

事業
区分

前年
比較

  事業名及び事業概要 事業費 一般財源

22,000 22,000

765 一般 予備費 22,000 22,000

【事業概要】
　予備費の計上

予備費

【主な内容】
　○予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22,000千円

【担当課】
　財政課

22,000 22,000予備費合計
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○公共施設適正化推進事業に係る概要説明（№39） 
 

 

事業目的  

全国的に、市町村合併時に旧市町村がそれぞれ整備してきた公共施設をそのまま引き継

いでおり、類似施設が重複して存在しているものの、見直しが進んでいない現状がある。

また、高度成長期以降に整備された施設が多く、老朽化により更新時期を迎えるものや、

耐震など改修の必要性が懸念されている。 

本市においても、「公共施設の有効活用検討チーム」を設置し検討しているが、施設の統

廃合や再配置を検討するための分析作業の必要性を認識している。 

こうした状況を踏まえ、本事業により公共施設白書の作成と、それに基づいた公共施設

再配置計画の素案を作成する。作成に当たっては、定員削減中の本市では新たに専任の職

員を配置して作成に当たるのではなく、専門的なノウハウと、市民ニーズや現状を踏まえ

た慎重な分析、客観的な判断を求めるため、第三者機関に委託する。 

本事業については、行革の取り組みとして総合調整室から予算を確保し、「行政財産の総

合調整」を所管する管財課からの外部委託とする。 

 

 

事業効果 

本市における公共施設全体の状況を、分かりやすい形で公開することができる。また、

公共施設の見直しを行うに当たっての客観的な基礎資料となる。 

 

 

事業内容 

○総事業費  12,000 千円 

（１）公共施設白書作成 

   ・公共施設カルテ（基礎データ）作成 

・公共施設白書作成 

（２）公共施設再配置計画素案作成 

   ・住民アンケート実施 

・再配置計画作成 

 

 

事業期間 

平成 25 年度～平成 26 年度（2年間） 

 

 

予算額 

7,000 千円                           （単位：千円） 

事業費 
左の財源内訳 

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 

7,000   7,000

 

- 207 -



○まちづくり総合交付金事業に係る概要説明（№73） 

 

事業目的 

 浜田自治区では、無関心層の増大や地域の連帯意識の希薄化など様々な理由により、町内会

が地区まちづくり推進委員会としてまとまらず、一定規模でのまちづくり活動が進んでいない

現状がある。それに関連して、まちづくりを担うリーダーが不在、あるいは地域内の団体や人

を繋ぎ合わせるコーディネーター役の人がいないといった人材面での課題が浮き彫りとなって

いる一方、行政側においても協働に取組む人材が不足している。 

 そのため、地区まちづくり推進委員会の設立要件について、公民館区単位の他、小学校区単

位でも設立を可能とし、組織を立ち上げやすくする。 

 また、地域活性化に向けて外部人材、地域住民、行政等の 3 者で力を合わせ、浜田自治区の

市街部における地区まちづくり推進委員会の組織化と継続的な運営・まちづくり活動の支援を

図るため、外部人材の確保と人材育成を進めていく。 

 

事業効果 

 行政・ＮＰＯ等地域団体と外部人材が協力して地区の課題解決に向けた新たな組織を構築し、

まちづくりに関するテーマの創出と活動を支援することで、市街地の特性に合致した地域活性

化を図ることが期待できる。併せて、まちづくりの人材を育成することで、まちづくりに係る

ノウハウの蓄積など、持続性のある地域づくり体制を作ることが期待できる。 

 

事業内容 

１ 外部人材の確保 

⑴ 「地域おこし協力隊」の雇用 

都市部から 1 名募集し、地域住民と行政を繋ぐ中立的な立場で業務に従事する。 

⑵ 「集落支援員」の雇用 

地域の実情に詳しく、集落対策の推進に関してノウハウ・知見を有した人材を雇用し、

地域おこし協力隊と連携し、住民同士や住民と行政との間での話し合いの促進を図る。 

２ 人材育成研修の実施 

地域団体の構成員や市職員に対し、協働に向けた人材を育成するための研修を実施する。 
３ 各種会議の開催 

 ⑴ 「浜田市まちづくり総合交付金等改善委員会」の開催 

事業内容等について検討するため、平成 24 年度に引き続き当改善委員会を開催する。 

 ⑵ 「協働のまちづくり検討委員会」の実施 

実務者レベルで今後のまちづくりに関して検討するため、当検討委員会を開催する。 

 

事業期間 

 平成 25 年度～平成 27 年度 

 

予算額 

 126,459 千円                           （単位：千円） 

事業費 
左の財源内訳 

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 

126,459  43,700 43,283 39,476
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○防災行政無線個別受信機更新事業に係る概要説明（№115） 

 
事業目的 

 防災行政無線個別受信機は、非常時における連絡手段としての役割は非常に大きく、住

民の安全安心な生活を守るために必要な設備である。 

金城自治区は平成 14 年度、旭自治区は平成 11 年度、三隅自治区は平成 8年度に個別受

信機を各戸に更新整備した。それぞれ更新整備以来 10 年以上経過し、故障時における供給

等ができないため、三隅自治区は全て更新し、金城自治区及び旭自治区は、故障等に備え

るもの。 

 

事業効果 

 個別受信機を更新することにより、機器の故障が減少することから災害時等における住

民への情報伝達がスムーズに行うことができる。 

 

事業内容 

  個別受信機の更新（平成 25 年度実施） 

自治区名 台数 事業費 

金城自治区 50 台 2,573 千円

旭自治区 300 台 9,450 千円

三隅自治区 3,000 台 149,100 千円

  

予算額 

161,123 千円                           （単位：千円） 

事業費 
左の財源内訳 

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

161,123  

金城 2,573 千円（地域振興基金繰入金） 

旭 9,450 千円（地域振興基金繰入金） 

三隅 149,100 千円（ ま ち づ く り 振 興 基 金 繰 入 金 ）

0

 

○防災行政無線屋外拡声子局設置事業に係る概要説明（№116） 

 
事業目的 旭町内においては、防災行政無線屋外拡声子局の設置効果が高い集落を優先し、

これまで９基の屋外拡声子局を設置しているが、重富地区は小学校、公民館が

立地する場所でありながら設置が遅れており、屋外拡声子局を１基新設する。  

 

事業効果 屋外拡声子局を設置することで、屋内外での緊急情報の受信が可能となり、地

域住民の安全安心が確保できる。 
 

事業内容 防災行政無線屋外拡声子局を重富地区に１基新設する。（平成 25 年度実施） 

工事費 屋外拡声小局増設工事(アンサーバック機能付)  

   手数料 総合通信局免許申請印紙代 

予算額 

5,023 千円                           （単位：千円） 

事業費 
左の財源内訳 

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 

5,023  4,700  323
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安心して 

職場復帰 

○保育所入所受入促進事業に係る概要説明（№243） 
 

事業目的 

保育所における保育士配置を拡充することにより、近年増加している年度中途入所に応

え、就労保護者が安心して職場復帰できる子育て環境を整える。 

 

事業効果 

保育士配置に係る保育所負担※が軽減され、保育所では年度中途の入所受入(特に０歳児)

のための保育士を積極的に配置できる。 

年度中途の０歳児受入が拡充され、保護者が希望する時期に児童入所と職場復帰が可能

となる。 
 
※ 保育所負担…保育士の人件費は、月ごとに入所児童数に応じた保育士数により国･県･市から措置

されるが、これを上回る保育士配置は各保育所の負担となる 

 

事業内容 

① 入所受入保育士配置助成（13,968 千円） 

年度中途の０歳児入所を積極的に受入れる保育所に対して、助成を実施する。 

具体的には、対応する保育士を配置して、次月の０歳児入所に備える保育所に対し

て、月単位で１名を上限に人件費相当として月額 144 千円を助成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 主任保育士事務加算助成（1,036 千円） 

年度中途に主任保育士事務加算を解除し、児童を受入れる保育所に対して、１０月

分以降を対象に事務加算相当として月額 74 千円を助成する。 

   

事業期間 

平成２５年度～平成２７年度（３年間） 

 

予算額 

15,004 千円                           （単位：千円） 

事業費 
左の財源内訳 

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 

15,004   15,004

 

『産休・育休復帰者の
  保育所入所希望調査』 

前年度中に希望状況を事前把握

潜在的な入所希望者を掘り起し

計画的保育士配置

児童入所 

受入拡充 

保育所              保護者 

 積極的な保育士配置 

 に対する助成実施    
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○浜田医療センターヘリポート整備支援事業に係る概要説明（№270） 
 

事業目的 

 平成２３年度に島根県に導入されたドクターヘリは、救急医療の現場で重要な役割を

果たしている。このたび、浜田医療センターでは、救命率の向上、患者負担の軽減等、

ドクターヘリの有効性をさらに高めるため、敷地内に患者受入・搬送用ヘリポートの整

備を決定された。 

多額の建設費が伴うヘリポート整備に対して、早期着手、早期完成を目指し、地域住

民の命と医療体制を守る取組みとして費用の一部を助成する。 

 

事業効果 

 費用の一部を助成することにより、整備計画が円滑に進み、ヘリポートの早期完成に 

繋がり、次の効果が期待できる。 

○県西部の救急医療の充実 

○患者負担の軽減 

○施設充実による医師確保の優位性の向上 

○災害時の救命救急の充実 

○救急車・救急救命士の負担減 

 

事業内容 

 浜田医療センターが実施するヘリポート整備に係る費用の一部を助成 

 ○助成額の積算根拠 

  浜田医療センター移転新築時のスキームに従い、島根県の１/２相当額 

 ○助成額 35,000 千円≒69,308 千円(県からの支援予定額)×１/２ 

     

〔ヘリポートの概要〕 

着陸帯の面積：２１ｍ×２１ｍ、高さ：約１０ｍ～１５ｍ 

付帯設備：夜間離着陸用照明・風向風速計・天候監視用カメラ 

離着陸が想定されるヘリコプター 

ドクターヘリのほか、防災ヘリ・警察航空隊ヘリ・海上保安本部ヘリにも対応 

総事業費見込額  286,230 千円（平成２４年９月現在の見積額） 

     

事業期間 

 平成２５年度 

 

事業対象 

 独立行政法人 国立病院機構 浜田医療センター 

 

予算額  

 35,000 千円                                （単位：千円） 

事業費 
左の財源内訳 

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 

35,000 0 0 35,000 0 0
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○農地保全農地流動化緊急対策事業に係る概要説明（№374） 
 

 

事業目的 

農業者の高齢化や担い手不足などを背景に、今後経営規模の縮小や離農する農業者の農

地の中には、引き受け手のない農地が増加することが懸念されている。 

また、農業の先行き不安などを背景に、将来の地域農業を担う認定農業者等においても

農業規模の拡大と現状維持の二極化傾向が強まっている。 

今後は、優良な農地の遊休化や耕作放棄地化を防止するため、売買や賃借による認定農

業者など地域農業の将来を担う農業者への利用集積を図り、農地の有効利用や担い手の経

営規模拡大を通じた地域農業の構造改革を推進する。 

 

事業効果 

今後、離農などにより懸念される優良な農地の遊休化、耕作放棄地化を防止するととも

に、認定農業者等地域農業の中心的な経営体の経営安定化を図る。 

 

事業内容 

集落全体で取組む人・農地プランの策定、実行に寄与する円滑な農地の流動化を促進し、

白紙委任による 5年以上の利用権設定を新たに行う農地の所有者、賃借人に初年度に限り

補助を行う。 

○対象者 ：農地の所有者及び賃借人 

○対象農地：人・農地プランの策定又は実行に寄与する次に掲げる農地 

①農地利用集積円滑化団体(浜田市)へ白紙委任を行い、市が貸し付けを行う農地 

②5年以上の利用権設定を行う農地 

③新たに利用権設定される農地 

○補助額 ：農地の所有者 15,000 円/10ａ、農地の賃借人 5,000 円/10ａ 

○事業費 ：15,000 千円＝(15,000 円/10a＋5,000 円/10a)×5ha×5 自治区×3年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業期間 

 平成 25 年度～平成 27 年度（3年間） 

 

予算額 

5,000 千円                           （単位：千円） 

事業費 
左の財源内訳 

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 

5,000   5,000

農地利用集積円滑化団体 
（浜田市） 

農地の所有者 地域の担い手等 

白紙委任 協議・調整 

農地の権利移動 

利用権設定 
● 草刈、水管理 
● 家屋周りの農作業 
● 地域活動 

● 農作業のサポート 
● 経営の安定化 

- 212 -



○東平原地区県営農地環境整備事業に係る概要説明（№397） 
 

事業目的 

浜田市西条柿営農団地の中核を形成する三隅町東平原地区は、異常気象による生産量の

減少、基盤整備の遅れや高齢化等による耕作放棄地の拡大が進み、営農団地としての存続

が困難となっている。農地環境整備事業により、柿園の灌水設備や農道を整備し、生産性

の高い安定した農業経営が出来る営農団地の復活を目指す。 

 

事業効果 

農地環境整備事業により、農地の効率的利用の促進や、生産性及び品質の安定と向上を

図ることにより、後継者や担い手の確保、優良農地の維持に繋げる。 

 

事業内容 

 総事業費 615,500 千円 （負担割合：国５５％、県３０％、市１０％、地元５％） 

１ 東平原地区用排水施設整備事業 

   ○送配水管   Ｌ＝１５ｋｍ 

○渓流取水   ３箇所 

○配水槽    ３箇所 

○貯水槽    ７箇所 

○各戸給水栓 

２ 東平原地区農道整備事業 

   ○園内道路   Ｗ＝３．０ｍ、Ｌ＝４．８ｍ 

  ○保全管理道路 Ｗ＝４．０ｍ、Ｌ＝０．５ｋｍ 

 

事業期間 

平成 25 年度～平成 29 年度 

（調査及び計画策定業務は平成 23 年度から平成 24 年度に実施） 

 

事業主体 

島根県  

 

その他 

受益者負担に起因する事業参加者の減少を防ぐため、地元負担金の 85％相当額を補助金

として地元管理組合へ交付する。 

 

予算額 

15,400 千円（県事業負担金 12,000 千円、地元負担補助金 3,400 千円） （単位：千円） 

事業費 
左の財源内訳 

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 

15,400  15,400 
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○旭温泉再整備事業に係る概要説明（№501） 
 

 

事業目的 

 旭自治区の最大の観光資源である旭温泉において、新たな良質な泉源が確保できたこと

から、より効果的なお湯の配給に取組むとともに、本事業のもう一つの柱である老朽化し

ているあさひ荘のリニューアルを行う。 

また、それに付随する別館改修及びあさひ荘に浸水被害を及ぼす危険のある旭温泉公園

の災害防止工事を一体的に行い、あさひ荘の活性化を図る。 

 なお、あさひ荘の熱源に木質バイオマスボイラーを設置することにより、経費削減と CO2

削減、地域の森林資源を有効活用し、循環型新エネルギーの構築を図る。 

 

事業効果 

 老朽化した温泉送配管の更新及び温度の高い温泉を保温性の高いタンク等により供給す

ることによる旭温泉各施設の燃料費の削減や、あさひ荘の改築による温泉観光の活性化が

見込まれる。 

また、木質バイオマスボイラーを設置することにより、あさひ荘の管理経費削減や温室

効果ガスである CO2 削減、木質チップの供給による地域経済の活性化に貢献し、林地残材

事業と共同すれば地域の森林育成に寄与できる。 

 

事業内容 

現あさひ荘取り壊し 約 750 ㎡ 

新あさひ荘建設 約 200 ㎡ 

敷地整備（アスファルト舗装） 約 1,000 ㎡ 

新タンク設置配管工事 40 ㎥ 

あさひ荘別館改修 170 ㎡ 

旭温泉公園土砂災害防止工事 一式 

木質バイオマスボイラー設置工事 一式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業期間 

平成 22 年度～平成 25 年度（4年間） 

 

予算額 

204,700 千円                          （単位：千円） 

事業費 
左の財源内訳 

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 

204,070  204,000  70

木質バイオマスボイラー 

新あさひ荘完成予想図 
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○浜田市観光物産展開催事業に係る概要説明（№507） 
 

事業目的 

産業経済部各課の持ち味を結集して、濃度の高い情報発信を総合的に行い、浜田市のイメージア

ップと認知度の向上を図る。 

 また、中長期の目標として、ブランド総合研究所により毎年発表される、『地域ブランド調査』

における調査項目である魅力度、認知度、情報接触度、観光意欲度、居住意欲度、商品購入意欲度

の順位を今以上にアップさせ、域外マネーの獲得増を目指すための戦略として、3 年計画で浜田市

の知名度アップのためのＰＲを行う。 

 

事業効果 

市内企業や石見神楽社中などと連携し、集中してイベントを展開することにより、たくさんの

方々に浜田の良さを知ってもらうことができる。その結果、広島県域での浜田産品の消費拡大や広

島からの観光客の増加による、地域経済の活性化、域外マネーの獲得増が期待できる。 

 

事業内容 

１．広報展開（中国新聞の多様なメディアを活用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．キャンペーン（予定） 

広島駅南口地下広場（ひろちか）：広島市南区松原町 9-1 

ゆめタウン広島：広島市南区皆実町 2-8-17 

   ●開催時期（予定） 

   平成 25 年 9 月下旬の土曜日から日曜日の２日間 

●実施内容  

（1）ステージの部 石見神楽上演 

（2）出展の部   浜田市特産品の販売、試食販売、体験創作活動コーナー、 

パンフレット配布、温泉の手湯体験コーナー、ガラポン抽選会など 

 

３．広島市内でのＰＲ（通年） 

   （1）ゆめタウン祇園・ゆめタウンみゆき→浜田産品の取扱 

   （2）広島市内飲食店で浜田産品を利用したメニューの提供 

 

事業期間 

 平成 25 年度～平成 27 年度（H25 広島・H26 東京・H27 大阪） 

 

予算額 

10,000 千円                                （単位：千円） 

事業費 
左の財源内訳 

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 

10,000   10,000

・住宅展示場（2箇所）

・ちゅーぴープール 

・ちゅーぴーまつり 

・広島バスセンター 
ポスタージャック 

・ＦＭちゅーぴー 

・Cue,Cue プラス 

 （フリーペーパー） 広島都市圏

・中国新聞全面広告 
・中国新聞（特集紙面） 
・中国放送（ＣＭ） 
・広島ホームテレビ（ＣＭ）

・ＦＭちゅーぴーＣＭ 

広島県域 
※広島県の人口：合計約 288 万人 

 広島市 ：約 114 万人 
東広島市：約 17.8 万人 
廿日市市：約 11.8 万人 （3市合計で約 50％） 
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○（仮称）金城出張所新築事業に係る概要説明（№570・632） 
 

事業目的 
金城・旭の 2自治区を管轄していた美又出張所は、平成 18 年の旭出張所開設により金

城自治区のみの管轄となった。これにより生じる金城自治区内の消防力の不均衡を是正

するため、美又出張所を金城自治区の中心部へ移転新築し、地域住民の安全安心な生活

を守る。 
 

事業内容 

現在、今福地区に設置されている美又出張所を廃止し、浜田市金城支所周辺に（仮称）

金城出張所を新築する。また、出張所の敷地造成に併せ市道の付替工事を行う。 

廃止後の美又出張所については、消防力の強化を目的とした消防本部、消防団の訓練

や災害時の活動拠点施設等としての効果的な活用を図る。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

金城自治区管内における地区別出動件数（平成23年度） 
 火  災 救  急 計 

雲 城 地 区 0件 (00.0％) 113件 (49.8％) 113件 (49.1％)

今 福 地 区 2件 (66.7％) 85 件 (37.4％) 87 件 (37.8％)

波 佐 地 区 1件 (33.3％) 29 件 (12.8％) 30 件 (13.1％)

計 3件 (100.0％) 227 件 (100.0％) 230 件 (100.0％)
 

予算額 

 41,829千円                             （単位：千円） 

 平成25年 平成26年 合  計 

総 事 業 費 41,829 69,452 111,281
 庁舎建設等 事 業 費 24,329 64,952 89,281

(仮称)金城出張所 

新 築 事 業 
 

一般財源 1,329 52 1,381

地 方 債 23,000 64,900 87,900

市道改良等 事 業 費 17,500 4,500 22,000

東 七 条 下 来 原 線 

道 路 改 良 事 業 
 

一般財源  

地 方 債 17,500 4,500 22,000

国道 186 号線 

旭出張所 

浜田自動車道

美又出張所

浜田市金城支所

浜田八重可部線(仮称)金城出張所 

建 設 予 定 地 

美 又 温 泉 11 分 5 分 6 分
波 佐 小 学 校 13 分 20 分 △ 7 分
大佐山スキー場 24 分 30 分 △ 6 分

現　場　到　着　所　要　時　間　の　比　較

(仮称)金城出張所 美又出張所 増　　減

- 216 -



○旭統合小学校新築事業に係る概要説明（№684） 
 

 

事業目的 

  今市小、和田小及び市木小を浜田市学校統合計画に基づいて統合し、新たな校舎を新

設することにより、安全と利便性の高い教育環境の整備を図る。併せて、教育・防災拠

点のための周辺環境整備として、駐車場の確保を図る。 

 

事業効果 

  校舎、屋内運動場の新築及び駐車場の整備をすることにより、利便性と安全性が高く

快適な教育環境を整備するとともに、災害時避難所としての機能を整える。また、小規

模校の統合により児童数の増加に伴う教育効果の向上が期待できる。 

 

事業内容 

統合小学校校舎と屋内運動場の建築並びに校庭及び駐車場の整備 

  総事業費  1,641,570 千円 

構  造  校   舎   鉄筋コンクリート造 2階建  

        屋内運動場   鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 

面  積  校   舎   約  ４,３００㎡ 

        屋内運動場   約  １,１００㎡ 

        校   庭   約 １１,６００㎡ 

（１００ｍ直線コース １５０ｍトラック） 

         駐 車 場   約   ３,０００㎡ 

 

  開校予定  平成２８年４月 

 

事業期間 

平成２５年度～平成２７年度 

  平成２５年度        校舎等：調査、設計業務 

                駐車場：設計、用地買収、切土・法面整形等工事 

  平成２６年度～平成２７年度 校舎等：校舎・屋内運動場建築工事、校庭整備 他 

                駐車場：擁壁・舗装工事、区画線 他 

 

事業場所 

 浜田市旭町丸原 

 

予算額 

153,018 千円                           （単位：千円） 

事業費 
左の財源内訳 

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 

153,018  140,900 9,500 2,618
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○中央図書館に係る概要説明（図書館管理運営費・図書館開館準備費）（№707・709） 
 

事業目的 

 図書、その他資料の充実を図り、調査研究に供すると共に、地域課題解決のためレファ

レンス機能の強化を図る。また、市民の要望にも配慮した図書整備を行い、幼児から高齢

者までのシームレスな読書活動の推進を図る。更には、重要な社会教育施設の一つとして、

市民の自発的な活動を促進するとともに、これらの活動の積極的なサポートに努める。 
 

主な予算額  
 

人件費（※正規職員を除く） 
嘱託４人・パート２３人（うち

移動図書館１人） 
26,641 千円 

施設等維持管理費 
光熱水費・システム経費・移動

図書館経費 他 
31,380 千円 

図書整備費 
書籍：約２８,０００冊 

電子書籍：約１,０００タイトル 
71,400 千円 

 （※）正規職員は４人を配置 

 

運営形態 

浜田市（直営） 
 

開館予定日 

 平成２５年８月１０日（土） 
 

中央図書館の位置付け 

 自治区制を背景として、これまで市内各図書館はそれぞれ独立して運営を行ってきたと

ころであるが、浜田自治区に新たに図書館を整備するのに伴い、これを中央図書館として

位置付け、組織統合及び業務の一元化を図ることにより、より効率的な図書館運営及び均

一的なサービスの提供を実現する。 
 

開館日数・休館日 

 〇開館日数：年間約３３０日（第２・第４月曜日、年末年始及び整理日を休館日とする） 

 〇開館時間：９時から１９時まで 
  
 ニーズの高い祝日を開館日とし、サービス向上に努める。また、市立図書館一斉の休館

日を設けることにより、図書館間及び職員間の連絡・調整の強化を図る。 
 

地域課題の解決及び市民に開かれた図書館づくり 

 少子高齢化及び人口減少、また、それに起因する地域経済の低迷など深刻な課題を抱え

る本市の図書館には、図書館法で定める資料等の収集・整理・保存などに加え、これら諸

課題の解決のための資料等を通じた支援や自発的な市民活動の推進及び活動を行う団体な

どのサポートなど、様々な取り組みが求められる。また、取り組みを通じて市民との交流

を深め、市民に開かれた図書館づくりを進めることにより、より一層の信頼関係の構築に

努める。 
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○三隅図書館に係る概要説明（図書館管理運営費・図書館開館準備費）（№707・709） 
 

事業目的 

 地域により密着した図書館として、地域情報の収集及び発信の拠点としての機能強化を

図る。また、多様化且つ高度化する住民ニーズの把握に努めるとともに、中央図書館と連

携しながら地域課題の解決に役立つタイムリーな情報発信に努める。 

 

主な予算額 
 

人件費 嘱託１人・パート６人  7,248 千円 

施設維持管理費 光熱水費 他   7,280 千円 

図書整備費 書籍：約１５,０００冊 30,600 千円 

   ※図書については、平成２６年度１,５００冊、平成２７年度１,５００冊、 

以降毎年度３００冊を整備予定 

 

運営形態 

浜田市（直営） 

 

開館予定日 

 平成２５年 ５ 月下旬（予定） 

 

開館日数・休館日 

 〇開館日数：年間約２９０日（月曜日、年末年始及び整理日を休館日とする） 

〇開館時間：９時から１７時まで 

 ニーズの高い祝日を開館日とし、サービス向上に努める。また、市立図書館一斉の休館

日を設けることにより、図書館間及び職員間の連絡・調整の強化を図る。 

 

環境啓発のシンボル的施設として 

浜田市地球温暖化対策実行計画に基づく二酸化炭素排出削減施策の一環として、太陽光

発電システムを導入するとともに、自然エネルギー活用についての効果的な普及促進を図

る。 
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