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■当市においては、引き続き地域経済が厳しい状況にあることに加え、平成２５年８月豪

雨災害の復旧が急がれる上、高齢化等の進展により社会保障関係経費が高い水準で推移す

ることが見込まれます。 

 

■こうしたなか、平成２６年度地方財政計画では、地方の一般財源総額は平成２５年度を

若干上回る水準が確保されたものの、臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税総額は

０．８兆円の減（△３．４％）となったところです。 

 

■このような状況を踏まえ、平成２６年度の当初予算の編成では、引き続き『集中と選択』

をテーマとし、「中期財政計画」に沿って、行財政改革の着実な実行と計画的な予算編成に

努め、主要施策に重点配分をしています。 

 

■歳出においては、９年連続で概算要求基準（シーリング）を設定し、消費税増税の影響

を踏まえた上で、一般経費の削減（△１％）など歳出全般にわたる見直しを行う一方、重

要政策を実現するための「元気な浜田枠」を設定しました。 

 

■「元気な浜田枠」では、３つの重点施策、すなわち、「産業振興、企業誘致などによる雇

用の場の確保」、「子育て支援、教育の充実」、「高齢者が安心して暮らせるまちづくり」に

取り組む予算を重点配分しております。 

 

■なお、「元気な浜田枠」の財源を捻出するため中期財政計画で予定していた一部の普通建

設事業を見直しまたは先送りしておりますが、一方で、国府小学校建設に１３億１千万円、

旭統合小学校建設に４億２千万円、長浜西住宅建設に１０億５千万円といった大規模事業

や財政運営の健全化のため９億３千万円の地方債の繰上償還を実施します。 

 

■このような取り組みの結果、平成２６年度の一般会計予算総額は３９３億円となり、前

年度と比較して、金額で１０億円の増、率にして２．６％の増と、市町村合併後最大規模

となっております。 

 

■今後の財政運営に当たっては、「元気な浜田」を創るために必要な投資を必要な時期に行

う方針の下、当面予算規模が拡大する予定ですが、削減すべきは削減するという姿勢で、

行財政のスリム化にもしっかりと努めてまいります。 

平成２６年度当初予算の編成概要及び編成方針平成２６年度当初予算の編成概要及び編成方針平成２６年度当初予算の編成概要及び編成方針平成２６年度当初予算の編成概要及び編成方針    

編編編編    成成成成    概概概概    要要要要    
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                平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度        当当当当    初初初初    予予予予    算算算算    編編編編    成成成成    方方方方    針針針針 

 

 

 

○平成２６年度予算編成については、今後国の動向を見極める必要

があるものの、災害復旧及び厳しい経済状況に適切に対応し、将

来に希望の持てる持続可能な魅力ある浜田市を実現するため、行

財政改革の着実な実行と中期財政計画、行財政改革実施計画に沿

った計画的予算編成を行う。 

 

○財政面における行財政改革効果を確実に反映するため、概算要求

基準（以下「シーリング」という。）を定め、歳出全般にわたる徹

底した見直しを行い、一般行政経費の縮減と事業の重点化を図る。

市町村合併による国の財政支援措置の期限が迫るなか、「集中と

選択」を念頭に予算要求をお願いする。 

 

○シーリングは、平成２５年度当初予算、行財政改革実施計画、中

期財政計画における投資的経費枠配分を基準に別途定める。 

 

○シーリング等の取りまとめについて、一般経費は部単位で、投資

的経費は自治区単位で行うので、各部主管課は、当方針の趣旨を

十分理解し、各課、本庁支所間等の調整にあたって、特段の努力

をお願いする。 

 

    平成２５年１０月１日      企画財政部長 

基基基基    本本本本    的的的的    考考考考    ええええ    方方方方 
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◆◆◆◆事業別要求区分及びシーリングの設定事業別要求区分及びシーリングの設定事業別要求区分及びシーリングの設定事業別要求区分及びシーリングの設定    

区       分 要   求 備  考 

１政策的経費１政策的経費１政策的経費１政策的経費    主要主要主要主要政策政策政策政策枠枠枠枠等を活用す

べき重要なハード・ソフ

ト事業 

（一体的なまちづくり） 

所要額所要額所要額所要額    

ハード事業につ

いては、別途通知

（サマーレビュ

ー査定）による 

 

☆「主要政策枠」 

「主要５事業」及び「政策調整枠」を引

き継ぎ、一体的なまちづくり、喫緊の課

題の解決に資するもの 

２義務的経費２義務的経費２義務的経費２義務的経費    人件費、公債費、社会保

障関係経費、債務負担行

為に係る経費等 

所要額所要額所要額所要額    

 

対象事業は「予算要求区分別事業一覧」

を参考のこと 

３新規経費３新規経費３新規経費３新規経費    「新規施策」に関する事

業を構築するに当たり

新たに発生する経費 

所要額所要額所要額所要額    

    

○次世代対策、土木施設維持を含め 200200200200

百万円以内百万円以内百万円以内百万円以内（市費：地方債＋一般財源）

とする 

○新規経費の事業は特に指定しないが、

先進的な施策で真に必要なソフト事先進的な施策で真に必要なソフト事先進的な施策で真に必要なソフト事先進的な施策で真に必要なソフト事

業業業業であること 

○ここで要求する場合は財政課事前協

議のこと 

４投資的経費４投資的経費４投資的経費４投資的経費    

１以外の投資的経費（ハ

ード事業） 

（自治区予算） 

（個性あるまちづくり） 

 

特別会計の投資的経費

については別途指示 

 

シーリングシーリングシーリングシーリング    

2,541 百万円 

前年比 

△191 百万円 

○市費市費市費市費でシーリングでシーリングでシーリングでシーリング    

○対象事業は、サマーレビュー査定によ

ること 

○自治区ごとのシーリング額は「投資的

経費シーリング」によること 

５５５５一 般 経一 般 経一 般 経一 般 経 費費費費    １～４以外の経費 シーリングシーリングシーリングシーリング    

3,081 百万円 

前年比 

△61 百万円 

○前年度当初予算のシーリング額（市

費）から行財政改革実施計画の平成 

２６年度削減分を控除した後に２％

を上乗せした額を限度とする（消費税

増税を踏まえ実質１％カット） 

○シーリング額＝要求許容額とする 

○対象事業、部別のシーリング額、要求

許容額は「予算要求区分別事業一覧」、

「一般経費シーリング」によること 
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◆◆◆◆予算要求に当たっての予算要求に当たっての予算要求に当たっての予算要求に当たっての留意事項留意事項留意事項留意事項 

① 当初予算要求書は、主管課を通じて必要書類とともに５５５５部部部部提出のこと 

② 当初予算要求書は財務会計システムにより作成することとなるので、操

作方法等の理解に努めること 

③ 社会保障費や附属機関に要する経費等の同一の法令等に基づいて実施

する事業については、必ず本庁担当課で取りまとめのうえ本庁担当課で取りまとめのうえ本庁担当課で取りまとめのうえ本庁担当課で取りまとめのうえ予算要求を行

うこと 

④ 上記以外の事業（政策的経費、投資的経費を除く）についても、同一の同一の同一の同一の

目的で同一の手法により実施する事業は、原則として本庁担当課目的で同一の手法により実施する事業は、原則として本庁担当課目的で同一の手法により実施する事業は、原則として本庁担当課目的で同一の手法により実施する事業は、原則として本庁担当課で予算

要求を行うこと 

⑤ 平成２６年度当初予算は、通年予算を編成する９年目となるので、市全

体で実施する経費については、十分調整・精査はされていると考えるが、

再度、主管課及び本庁・支所の担当課において、共通ベースとなる部分共通ベースとなる部分共通ベースとなる部分共通ベースとなる部分

の調整・精査を徹底の調整・精査を徹底の調整・精査を徹底の調整・精査を徹底したうえで要求すること（一体的なまちづくりに反

しない範囲において、地域の個性、特色を活かすまちづくりのための共共共共

通ベース部分を上回る経費については、地域振興基金の活用等を検討通ベース部分を上回る経費については、地域振興基金の活用等を検討通ベース部分を上回る経費については、地域振興基金の活用等を検討通ベース部分を上回る経費については、地域振興基金の活用等を検討す

ること） 

⑥ 地域振興基金を活用した自治区事業については、地域振興基金を活用した自治区事業については、地域振興基金を活用した自治区事業については、地域振興基金を活用した自治区事業については、サマーレビューの査定サマーレビューの査定サマーレビューの査定サマーレビューの査定

結果に基づき結果に基づき結果に基づき結果に基づき、、、、予算要求を行うこと 

⑦ 消費税増税を見込んだうえで予算要求消費税増税を見込んだうえで予算要求消費税増税を見込んだうえで予算要求消費税増税を見込んだうえで予算要求を行うこと 

⑧ 消費税増税の影響額については消費税増税の影響額については消費税増税の影響額については消費税増税の影響額については、主幹課で取りまとめ、様式様式様式様式 14141414表に記表に記表に記表に記

入の入の入の入のうえうえうえうえ提出提出提出提出すること 

⑨ 一般経費、投資的経費（自治区枠）のシーリング額については、別途通

知するのでそれにより確認すること 

⑩ 一般経費一般経費一般経費一般経費についてはについてはについてはについては、今回の要求にあたっては、シーリング額＝要求許シーリング額＝要求許シーリング額＝要求許シーリング額＝要求許

容額容額容額容額とする（シーリング額には、課税対象外経費も含め消費税増税分

３％を見込んでいるため） 

⑪ 「緊急雇用創出臨時特例基金事業」「緊急雇用創出臨時特例基金事業」「緊急雇用創出臨時特例基金事業」「緊急雇用創出臨時特例基金事業」については、平成２５年度をもって
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終了することから、継続を希望する場合、一般経費で要求一般経費で要求一般経費で要求一般経費で要求を行うこと 

⑫ ⑪⑪⑪⑪については、については、については、については、臨時の雇用・経済対策事業であるため、事前に提示した

期間内で完結することが前提であることを踏まえ、一般経費要求分につ一般経費要求分につ一般経費要求分につ一般経費要求分につ

いては、財源は担保されていないいては、財源は担保されていないいては、財源は担保されていないいては、財源は担保されていないので各部内での調整に十分注意するこ

と 

⑬ 一般経費において、シーリングを遵守し要求されたものについては、基シーリングを遵守し要求されたものについては、基シーリングを遵守し要求されたものについては、基シーリングを遵守し要求されたものについては、基

本的に要求内容を尊重本的に要求内容を尊重本的に要求内容を尊重本的に要求内容を尊重する（著しい後年度負担を要するもの等、財政的

見地から問題があるものは除く） 

⑭ 一般経費において、財政課査定により財政課査定により財政課査定により財政課査定により削減された削減された削減された削減された場合でも、シーリング場合でも、シーリング場合でも、シーリング場合でも、シーリング

枠は担保枠は担保枠は担保枠は担保する 

⑮ 「次世代教育環境整備事業」「公共土木施設整備事業」「次世代教育環境整備事業」「公共土木施設整備事業」「次世代教育環境整備事業」「公共土木施設整備事業」「次世代教育環境整備事業」「公共土木施設整備事業」については、き

め細かな対応をするための通常ベースの施設維持管理経費等の臨時的

な上乗せ措置であり、今回も新規経費で要求新規経費で要求新規経費で要求新規経費で要求を行うこと 

⑯ 新規経費新規経費新規経費新規経費については、全体で２億円の枠を設けているが、新市長の政策

方針に沿った査定とし、各部ごとの要求の目安は示さない 

⑰ 予算ヒアリングの日程は、各部単位で調整しているが、ヒアリングは原

則として「課」単位で行うため、部内のヒアリング順については主管課

で調整のうえ、必ず主管課が同席主管課が同席主管課が同席主管課が同席すること 

⑱ 上記③④の同一の事業について、予算ヒアリングを本庁・支所別々に実予算ヒアリングを本庁・支所別々に実予算ヒアリングを本庁・支所別々に実予算ヒアリングを本庁・支所別々に実

施することがあってはならない施することがあってはならない施することがあってはならない施することがあってはならないので、十分留意すること 

⑲ 財政サイドのヒアリング出席者は、企画財政部長、次長、財政課長、係

長、予算担当者を予定している 

⑳ 財務会計システムによる予算要求書に加えて、所定の予算要求付属資料所定の予算要求付属資料所定の予算要求付属資料所定の予算要求付属資料

（債務負担行為事業明細書、投資的経費説明資料、地域振興基金充当要

求書等）がある場合は、必ず提出必ず提出必ず提出必ず提出すること 

○21予算要求付属資料「様式１２ 地域振興基金充当要求書」は、必ず自治自治自治自治    

振興課の確認振興課の確認振興課の確認振興課の確認を得たうえで、主管課より提出すること 

○22嘱託・臨時職員の要求については、必ず本庁においては人事課、支所に 
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おいては自治振興課と事前協議のうえ要求し、要求要求要求要求書書書書においては積算基においては積算基においては積算基においては積算基    

礎礎礎礎欄欄欄欄のののの数式機能数式機能数式機能数式機能を利用し算出根拠を明らかにするを利用し算出根拠を明らかにするを利用し算出根拠を明らかにするを利用し算出根拠を明らかにすること（人数、月数等） 

○23上記⑳○21の他、ハード事業ハード事業ハード事業ハード事業については位置図、平面図、見積書等位置図、平面図、見積書等位置図、平面図、見積書等位置図、平面図、見積書等、ソフソフソフソフ

ト事業ト事業ト事業ト事業についてはフロー図フロー図フロー図フロー図等を添付し、ヒアリングの際にはそれを用い

て分かりやすい説明に努めること 

○24事業予算の分離、統合が必要な場合は、当該事業を担当する本庁・支所事業予算の分離、統合が必要な場合は、当該事業を担当する本庁・支所事業予算の分離、統合が必要な場合は、当該事業を担当する本庁・支所事業予算の分離、統合が必要な場合は、当該事業を担当する本庁・支所

間で十分なすり合わせ間で十分なすり合わせ間で十分なすり合わせ間で十分なすり合わせを行い、主管課を通じて予算の整合を図ること 

○25行政評価の２次評価（外部委員を交えた外部評価）２次評価（外部委員を交えた外部評価）２次評価（外部委員を交えた外部評価）２次評価（外部委員を交えた外部評価）や、監査委員監査委員監査委員監査委員にににによよよよるるるる

指摘指摘指摘指摘を十分踏まえた十分踏まえた十分踏まえた十分踏まえたうえで要求を行うこと 

○26事業予算は目的別に編成するものであり、事業の一部を他部課で実施す

る場合においても当該事業内で予算化し、他部課へは予算の配当替によ

り対応すること 

○27予算要求が市長改選時期予算要求が市長改選時期予算要求が市長改選時期予算要求が市長改選時期ににににあたることから、新市長就任後、予算編成方あたることから、新市長就任後、予算編成方あたることから、新市長就任後、予算編成方あたることから、新市長就任後、予算編成方

針針針針に変更に変更に変更に変更等が生じた場合は、直ちに通知を行うので、速やかな対応をお等が生じた場合は、直ちに通知を行うので、速やかな対応をお等が生じた場合は、直ちに通知を行うので、速やかな対応をお等が生じた場合は、直ちに通知を行うので、速やかな対応をお

願いする願いする願いする願いする 
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◆予算編成日程（予定）◆予算編成日程（予定）◆予算編成日程（予定）◆予算編成日程（予定） 

  １０月 １日（火）   予算編成方針説明会予算編成方針説明会予算編成方針説明会予算編成方針説明会・・・シーリングは別途提示 

              （１４時００分～：本庁講堂ＡＢＣ） 

  １１月１１月１１月１１月    １１１１日（日（日（日（金金金金））））    要求書提出期限（要求書提出期限（要求書提出期限（要求書提出期限（５５５５部提出）部提出）部提出）部提出）    

                                                １１１１５５５５：００まで（締切厳守）：００まで（締切厳守）：００まで（締切厳守）：００まで（締切厳守）    

  １１月 ５日（火）～  財政ヒアリング(査定)・・・ヒアリング日程表参照 

  １２月２４日（火）   一次査定内示（予定） 

  １２月２６日（木）   復活要求書（様式１０）提出期限（締切厳守）復活要求書（様式１０）提出期限（締切厳守）復活要求書（様式１０）提出期限（締切厳守）復活要求書（様式１０）提出期限（締切厳守） 

   １月１０日（金）   市長ヒアリング要求書（様式９）提出期限市長ヒアリング要求書（様式９）提出期限市長ヒアリング要求書（様式９）提出期限市長ヒアリング要求書（様式９）提出期限    

１５：００まで１５：００まで１５：００まで１５：００まで（締切厳守）（締切厳守）（締切厳守）（締切厳守）    

   １月 中・下旬    政策企画会議ヒアリング・市長査定(当初予算決定) 
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◆◆◆◆予算要求・決定の流れ予算要求・決定の流れ予算要求・決定の流れ予算要求・決定の流れ 

 

本庁各課本庁各課本庁各課本庁各課    

                            調整調整調整調整    

支所各課支所各課支所各課支所各課    

                                調整調整調整調整    

次長・次長・次長・次長・    

主管課長主管課長主管課長主管課長    

（命により部内他課に事（命により部内他課に事（命により部内他課に事（命により部内他課に事

務委任することができる務委任することができる務委任することができる務委任することができる））））    

財政課（企画財政部長・次長調整）財政課（企画財政部長・次長調整）財政課（企画財政部長・次長調整）財政課（企画財政部長・次長調整）    

連絡・調整・情報交換 

政政政政    策策策策    企企企企    画画画画    会会会会    議議議議    （１月中（１月中（１月中（１月中･下旬･下旬･下旬･下旬））））    

市長査定市長査定市長査定市長査定    

※同一の法令や例規に基

づく事業については、本

庁担当課で一括要求する

こと。当該事業のヒアリ

ングについても本庁・支

所一括で行うこととする 

予算要求予算要求予算要求予算要求    

（（（（11/111/111/111/1））））    

一次査定一次査定一次査定一次査定    

（（（（12/2412/2412/2412/24））））    

シーリングの厳守シーリングの厳守シーリングの厳守シーリングの厳守    

事業別要求区分の確認事業別要求区分の確認事業別要求区分の確認事業別要求区分の確認    

所定の予算要所定の予算要所定の予算要所定の予算要求説明資料求説明資料求説明資料求説明資料（各様式）（各様式）（各様式）（各様式）の添付確認の添付確認の添付確認の添付確認    

添付資料（位置図添付資料（位置図添付資料（位置図添付資料（位置図・・・・見積書見積書見積書見積書・フロー・フロー・フロー・フロー図）確認図）確認図）確認図）確認 
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平成２５年１１月１９日 

 

 

各部・支所・次・所属長 様 

 

 

市   長 

 

 

平成２６年度当初予算編成方針の追加について（通知） 

 

 このことについて、新市長就任に伴い「新規経費」の取扱いについて、下記のとお

り予算編成方針を追加します。 

 現在、１次要求が終了した段階でありますが、既要求分の再構築を含め、新規経費

の２次要求を受け付けますので、下記のとおり要求書の提出をお願いします。 

 

記 

 

１ 「新規経費」に係る予算編成方針（追加） 

① 「新規経費」のなかに「（仮称）元気な浜田枠」を設け、ソフト・ハードを問

わず、所信表明に掲げる次の主要事項の実現につながる事業の要求を受け付

ける 

 ○産業振興、企業誘致などによる雇用の場の確保 

 ○子育て支援、教育の充実 

 ○高齢者が安心して暮らせるまちづくり 

 

 ※この取り組みにより期待できる効果が新市長が掲げる、  

  ・定住人口増加 

  ・来浜者増加 

  ・浜田市の収入増加 

  ・子育て環境の整備 

  ・高齢者の生きがい活動の推進・支援 などにつながるものであること 

 

２ 提出期限 

   平成２５年１２月６日（金） １５：００まで 

 

３ 提出部数 

   ５部 
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① 「新規経費」の財源は、400 百万円以内（市費：地方債＋一般財源）とし、200

百万円を追加する。 

なお、本財源を捻出するため、「投資的経費」（主要政策枠・自治区枠）の

一部を平成 27 年度以降に先送りとする。ただし、今回の措置により、中期財

政計画に計上済の「主要政策枠」・「自治区枠」の事業実施が平成 28 年度以降

になる場合は、自治区制度の如何に寄らず実施の枠を保障する。 
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予算要求と査定結果

（単位：百万円）

議会 総務部 企画財政部 健康福祉部 市民環境部 産業経済部 建設部 消防本部 教育委員会 上下水道部 合計

事業費 事業費 事業費 事業費 事業費 事業費 事業費 事業費 事業費 事業費 事業費

要求 24 673 234 507 307 1,016 453 108 1,221 0 4,543

査定査定査定査定 24242424 668668668668 178178178178 503503503503 307307307307 1,0151,0151,0151,015 453453453453 108108108108 1,2151,2151,2151,215 0000 4,4714,4714,4714,471

差引差引差引差引 0000 △ 5△ 5△ 5△ 5 △ 56△ 56△ 56△ 56 △ 4△ 4△ 4△ 4 0000 △ 1△ 1△ 1△ 1 0000 0000 △ 6△ 6△ 6△ 6 0000 △ 72△ 72△ 72△ 72

0000 △ 5△ 5△ 5△ 5 △ 1△ 1△ 1△ 1 △ 4△ 4△ 4△ 4 △ 10△ 10△ 10△ 10

要求 174 5,470 6,757 7,745 2,312 306 84 82 169 0 23,100

査定査定査定査定 174174174174 5,4615,4615,4615,461 6,7506,7506,7506,750 7,7427,7427,7427,742 2,2702,2702,2702,270 285285285285 71717171 82828282 169169169169 0000 23,00423,00423,00423,004

差引差引差引差引 0000 △ 9△ 9△ 9△ 9 △ 7△ 7△ 7△ 7 △ 3△ 3△ 3△ 3 △ 42△ 42△ 42△ 42 △ 21△ 21△ 21△ 21 △ 13△ 13△ 13△ 13 0000 0000 0000 △ 96△ 96△ 96△ 96

要求 21 302 597 97 890 335 1,957 425 2,080 1,346 8,051

査定査定査定査定 19191919 284284284284 590590590590 97979797 890890890890 335335335335 1,9511,9511,9511,951 410410410410 1,9841,9841,9841,984 1,3391,3391,3391,339 7,8997,8997,8997,899

差引差引差引差引 △ 2△ 2△ 2△ 2 △ 18△ 18△ 18△ 18 △ 7△ 7△ 7△ 7 0000 0000 0000 △ 6△ 6△ 6△ 6 △ 15△ 15△ 15△ 15 △ 96△ 96△ 96△ 96 △ 7△ 7△ 7△ 7 △ 152△ 152△ 152△ 152

要求 0 289 77 50 0 692 1,781 40 883 0 3,813

査定査定査定査定 0000 289289289289 77777777 50505050 0000 646646646646 1,7811,7811,7811,781 40404040 735735735735 0000 3,6193,6193,6193,619

差引差引差引差引 0000 0000 0000 0000 0000 △ 46△ 46△ 46△ 46 0000 0000 △ 148△ 148△ 148△ 148 0000 △ 194△ 194△ 194△ 194

要求 0 16 27 10 0 160 56 0 83 0 352

査定査定査定査定 0000 0000 19191919 10101010 0000 137137137137 56565656 0000 84848484 0000 307307307307

差引差引差引差引 0000 △ 16△ 16△ 16△ 16 △ 8△ 8△ 8△ 8 0000 0000 △ 23△ 23△ 23△ 23 0000 0000 1111 0000 △ 45△ 45△ 45△ 45

要求 219 6,752 7,692 8,410 3,510 2,509 4,330 656 4,436 1,346 39,859

査定査定査定査定 217217217217 6,7016,7016,7016,701 7,6147,6147,6147,614 8,4038,4038,4038,403 3,4673,4673,4673,467 2,4192,4192,4192,419 4,3114,3114,3114,311 640640640640 4,1874,1874,1874,187 1,3401,3401,3401,340 39,30039,30039,30039,300

差引差引差引差引 △ 2△ 2△ 2△ 2 △ 51△ 51△ 51△ 51 △ 78△ 78△ 78△ 78 △ 7△ 7△ 7△ 7 △ 43△ 43△ 43△ 43 △ 90△ 90△ 90△ 90 △ 19△ 19△ 19△ 19 △ 16△ 16△ 16△ 16 △ 249△ 249△ 249△ 249 △ 6△ 6△ 6△ 6 △ 559△ 559△ 559△ 559

※上記の金額は、四捨五入しているので、合計が一致しない場合があります。

平成26年度当初予算

投資的経費

合計

一般経費

義務的経費

政策的経費

新規経費

（参考）

 55億円財源計画反映額
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○主要施策の予算要求と査定状況
　

（単位：千円）

番号 要求 査定

部局名 事業費 事業費

1 三隅ＣＡＴＶ自主放送ハイビジョン化事業 130,960 130,960 要求どおり

広報情報課 【事業概要】

　三隅ＣＡＴＶの放送関連機器をハイビジョン化に対応できる

ものに更新する

【主な要求内容】

　○設計委託・ハイビジョン化工事   130,960千円

査定概要

事業名

予算要求の概要

三隅自治区以外をカ

バーする石見ＣＡＴVは

ハイビジョン化済み。石

見ＣＡＴVから施行の要

望もあり、将来的に一本

化になった場合において

も当該整備が無駄になら

【特定財源】

　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 130,960

2 ふるさと寄附促進事業 150,000 150,000 要求どおり

市民政策課・

文化振興課

ふるさと寄附については

特産品の特典等の各種

取り組みにより平成２５年

度に爆発的に増加。平

【事業概要】

　ふるさと寄附金に係る事業費及び各基金への積立金

【主な要求内容】

も当該整備が無駄になら

ないことを確認。財源は

まちづくり振興基金（寄附

金積み立て分）。

度に爆発的に増加。平

成26年度予算について

はこれに係る事業の総体

を示す趣旨から事業予

算を再構築。1億5千万円

の寄附に対して必要なコ

ストを明らかにし、差引

69,641千円をふるさと応

援基金に、5、000千円を

浜田城に関する資料館

及び城山整備基金積み

【主な要求内容】

　○嘱託職員雇用１人、臨時職員雇用４月分

　　　2,834千円

　○ふるさと寄附特産品代

　　 63,000千円

  ○事務費

　　　9,525千円

　○ふるさと応援基金積立金

　　 69,641千円

　○浜田城に関する資料館及び城山整備基金積立金

【特定財源】

　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 150,000

3 保育士修学資金貸付事業 4,800 4,800 要求どおり

子育て支援課

及び城山整備基金積み

立てる内容を確認。

保育士不足対策を通じた【事業概要】

　○浜田城に関する資料館及び城山整備基金積立金

　　　5,000千円

子育て支援課 保育士不足対策を通じた

子育て支援、また、人口

増にも繋がることから、

「元気な浜田枠」として採

択し、新規に事業創設。

県制度を拡充した内容

で、浜田市での就職に対

するインセンティブは大き

いものと認識。

【事業概要】

　保育士の人材確保のため修学資金貸付制度を創設する

　○貸付金額　30,000円/月

　　　　　　　（県貸付対象者は20,000円/月）

　○貸付期間　２年

　○貸付利子　無利子

　○返還免除　３年間市内保育施設等に従事した場合

【主な要求内容】

　○修学資金貸付金　　　　　　　　　　　4,800千円

【特定財源】

　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0

4 第３子以降保育料軽減対策 3,775 3,775 要求どおり

子育て支援課 （第３子以降保育料軽減事業・私立保育所保育事業）

　○修学資金貸付金　　　　　　　　　　　4,800千円

【事業概要】

多子世帯に対する経済

的な子育て支援として有
【事業概要】

　第３子以降の保育料を１／２または２／３に減免する対象を

拡大する

　○対象

　　（変更前）３歳未満児のみ→（変更後）年齢要件撤廃

【主な要求内容】

　○第３子以降保育料軽減事業　　　　　3,775千円

　　　認可外保育所、認定こども園通園者保育料軽減補助

　○私立保育所保育事業保育料収入　 △20,773千円

的な子育て支援として有

効と判断。保育所の施設

整備等による定員増の動

向を見据えながら、将来

的には第３子の無料化を

視野に入れることを確

認。

事業費は3,775千円であ

るが、保育料の負担軽減

を合わせると実質的な財

政負担は24,548千円とな

【特定財源】

　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: △20,773

　○私立保育所保育事業保育料収入　 △20,773千円 政負担は24,548千円とな

る点に留意。
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○主要施策の予算要求と査定状況
　

（単位：千円）

番号 要求 査定

部局名 事業費 事業費

査定概要

事業名

予算要求の概要

5 退職職員再雇用事業（欠員・産休・育休等代替職員費） 16,466 0 予算化見送り

人事課 年金制度改革に伴う職

員の年金受給年齢の引

き上げ対策は、雇用者と

して浜田市の責務と認

識。当該予算要求はこれ

を別建てで予算確保しよ

うとするものであるが、既

【事業概要】

　年金受給年齢の引き上げに伴い、職員が退職後年金受給でき

るまでの間、嘱託職員等として再雇用する

【主な要求内容】

　○嘱託職員８人雇用 　　14,343千円

【特定財源】

　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0

6 海外友好都市交流推進事業 4,421 3,093 事業費精査

交流推進室 海外友好都市との交流

については、現在の中

国、韓国との政府レベル

うとするものであるが、既

存の「欠員・産休・育休代

替職員費」の必要額の中

で吸収すべきと判断。

　○社会保険料　　　　 　 2,123千円

【事業概要】

　友好都市との交流事業及び海外の友好都市等との交流を行う

団体に対する助成を行う

【特定財源】

国、韓国との政府レベル

での情勢や、行政訪問の

必要性等を考慮し、事業

実施の優先度を抑制。

蔚山市への訪問費用及

び真如鎮の受入費用の

予算化を見送り。

団体に対する助成を行う

【主な要求内容】

　○訪問事業　　　　　　　　　　　　　　　2,296千円

　　（石嘴山市及び蔚山市）

　　　友好協定締結20周年

　○受入事業　　　　　　　　　　　　　　　1,225千円

　○海外友好都市交流推進事業補助金　　　　　900千円

【特定財源】

　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0

7 地域公共交通再編事業 9,419 9,419 要求どおり

市民政策課 中山間地域等における

交通手段の確保は最も

重要な課題と認識。

当該要求は、そうした条

件不利地域の中でも特

【事業概要】

　「しまねの郷づくりカルテ」の「緊急性」地区に居住する70

歳以上の住民を対象に、地域公共交通の高齢者利用補助制度を

試行的に実施する

　また、島根県立大学の教員等と共同で、地域の実情に即した

件不利地域の中でも特

に問題が深刻な地区に

おいて、また特に高齢者

に特化して多様な交通手

段の確保を可能にする取

り組みの試行を行うもの。

その実績を踏まえ、今後

の当市のあるべき交通対

策に繋げようとするもので

あり、今後の施策展開に

期待し「元気な浜田枠」と

　また、島根県立大学の教員等と共同で、地域の実情に即した

持続可能な交通体系の再編に向けた研究等を行う

　○高齢者利用補助制度

　　　乗車券3,000円を500円で販売（上限27,000円）

　　　ＪＲ、高速バス、一部地域でのタクシー利用は除く

【主な要求内容】

　○高齢者利用補助　　　　　　　　　　　　6,419千円

　○島根県立大学教員等との共同研究　　　　3,000千円

【特定財源】

　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 7,286

8 証明書コンビニ交付事業 750 750 要求どおり

総合窓口課

期待し「元気な浜田枠」と

して予算化。

市役所本庁の証明書自

動交付機の更新時期を

迎え、更新に多額の費用

【事業概要】

　市内コンビニエンスストア（一部店舗を除く）において、住

民票、印鑑証明、所得証明書の発行を行う

市長ヒア

迎え、更新に多額の費用

を要する現状。一方、全

国的にはコンビニエンス

ストアでの証明書発行が

増加しつつある状況にあ

り、これにかかるトータル

コストが自動交付機更新

費用と同程度であること

を確認。これらのことを踏

まえ、どちらかを選択する

こととし、利用者の利便性

民票、印鑑証明、所得証明書の発行を行う

　併せて、市役所本庁舎前にある自動交付機を廃止する

【主な要求内容】

　○負担金　　　750千円（３月分）

　（参考）

　　機器等リース、システム導入作業費、保守料

　　は広報情報課にて別途計上

　　　55,491千円（５年分）

市長ヒア

【特定財源】

　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0

こととし、利用者の利便性

を勘案した結果、証明書

コンビニ交付の導入を決

定。

　　　55,491千円（５年分）
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○主要施策の予算要求と査定状況
　

（単位：千円）

番号 要求 査定

部局名 事業費 事業費

査定概要

事業名

予算要求の概要

9 霊園管理運営費 38,449 38,449 要求どおり

環境課・三隅

市民福祉課

三隅霊園の整備につい

ては、住民ニーズと収支

バランス等が課題。

アンケート調査により確か

な住民ニーズがあること、

また、15年間の収支計画

を受け、永代使用料や管

【事業概要】

　市が管理する霊園の管理運営

　三隅霊園の整備に着手する

【主な要求内容】

　○清掃委託等　　　　　　　　　　　　　　 5,435千円

【特定財源】

　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 38,449

10 リハビリテーションカレッジ島根支援事業 123,200 91,200 一部削減

三隅市民福祉

課

を受け、永代使用料や管

理料等の収入が造成工

事費や植栽管理料等の

支出を若干上回ることを

確認し予算化を決定。

リハビリテーションカレッ

ジ島根については、医

療、定住、地域経済等へ

　○三隅霊園測量設計・工事（１５０区画）　33,014千円

【事業概要】

　リハビリテーションカレッジ島根が実施する入学者増加対策

に対する支援を行う

【特定財源】

療、定住、地域経済等へ

の影響が大きいことから

積極的な支援が必要と認

識。本格的な財政支援を

平成22年度から行ってお

り区切りの５年目を迎える

状況。そうした中、奨学金

援助については、公益性

の観点から効果が大きく

支援の継続が必要と判

断。一方、入学金支援に

に対する支援を行う

【主な要求内容】

　債務負担行為

　○入学金返還補助　Ｈ２７～Ｈ３１　80,000千円

　　　200千円×80人×5年

　○奨学金免除補助　Ｈ２７～Ｈ３１　43,200千円

　　　1,440千円×6人×5年

【特定財源】

　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0

11 農業マイスター支援事業 15,000 15,000 要求どおり

農林課

断。一方、入学金支援に

ついては。本来は学校側

が行うべきものと思量し、

その期間を３年間に限定

する。

農家数が減少しているこ

とから、担い手の確保育

成対策が必要な現状。現

【事業概要】

　認定農業者、集落営農組織、認定農業者を目指す農業者が行

う機械・施設整備及び販売力強化に対する支援を行う
成対策が必要な現状。現

行の認定農業者や集落

営農組織の生産基盤強

化や担い手の確保を図る

ため、「営農規模拡大」に

資する取り組みを支援す

るという視点での新たな

支援と判断し予算化。

農業生産額の増加による

農業者の所得確保、農

業意欲の高揚に期待。

う機械・施設整備及び販売力強化に対する支援を行う

　○期間：Ｈ２６～Ｈ２８

【主な要求内容】

　○機械・施設整備補助　　　　　　 　　14,000千円

　　　補助率：１／３

　　　限度額：2,000千円　集落営農組織、認定農業者

　　　　　　　1,000千円　上記以外の農業者

　○販売力強化補助                      1,000千円

　　　補助率：１／２

【特定財源】

　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0

12 鳥獣被害防止モデル集落支援事業 1,037 1,037 要求どおり

農林課 鳥獣被害対策について

は、その深刻な状況を考

慮し、順次予算の拡大を

業意欲の高揚に期待。　　　補助率：１／２

　　　限度額：100千円

【事業概要】

　集落ぐるみでの防護活動の取組みを広げることで、餌場とし

ない集落作りと自衛意識の高揚を図り、地域農業の振興と住環
慮し、順次予算の拡大を

図ってきたところ。

当該予算については、駆

除イノシシ等の有効活用

を図るなど、地域資源とし

ての新たな取り組みと捉

え「元気な浜田枠」として

予算化。

ない集落作りと自衛意識の高揚を図り、地域農業の振興と住環

境の保全を推進する

　○期間：Ｈ２６～Ｈ２８

【主な要求内容】

　○浜田市有害鳥獣捕獲対策協議会負担金　　1,000千円

　　　獣肉・皮利用研究支援

　　　放任果樹伐採等被害防止活動支援

　　　集落での鳥獣被害防止研修支援等

　　　シカ被害対策技術研修支援

【特定財源】

　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0

　　　シカ被害対策技術研修支援

　○旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 37千円
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○主要施策の予算要求と査定状況
　

（単位：千円）

番号 要求 査定

部局名 事業費 事業費

査定概要

事業名

予算要求の概要

13 浜田漁港高度利用促進事業 15,991 15,991 要求どおり

水産課 浜田漁港エリアを市街地

の賑い創出ゾーンと捉え

る中で、特に瀬戸ヶ島地

区については、その中核

と位置づけ、優先順位も

最上位のもの。したがっ

て、施設整備を含めた抜

【事業概要】

　瀬戸ヶ島地区（浜田漁港エリア）について、今後１０年間を

目途とした活性化策を検討する

【主な要求内容】

　○活性化策検討

【特定財源】

　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0

て、施設整備を含めた抜

本的な活性化計画の策

定が必要と判断。水産物

販売、神楽上演、温泉機

能等、魅力ある複合的な

集客施設を検討。「元気

な浜田枠」として予算化。

　○その他事務費（旅費等）

14 「浜田の四季のお魚」ＰＲ事業（「山陰浜田港」水産物ブランド化推進事業） 4,361 5,747 予算増額・事業名変更

水産課 浜田の四季のお魚ＰＲ事

業として予算要求された

ものであるが、「山陰浜田

港」を強調した取り組みと

すべきものとして事業名

を変更するとともに予算

を増額調整。

浜田のおいしいお魚をＰ

Ｒすることにより、魚価

【事業概要】

　「浜田の四季のお魚」をＰＲすることで、浜田漁港で水揚げ

される漁獲物の認知度を高め、浜田産魚の消費拡大を図る

　水産物ＰＲ事業（事業費2,963千円）と統合

【主な要求内容】

　○臨時職員１人雇用　　2,003千円

　○ＰＲ資材作製経費　　1,793千円

　　　　　　　　　　　　（うち1,398千円新規）

【特定財源】

　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0

Ｒすることにより、魚価

アップ等を図ることによ

り、浜田漁港水揚げ100

億円の目標達成に向け

た取り組みの一つとして

「元気な浜田枠」で予算

化。

　　　　　　　　　　　　（うち1,398千円新規）

　○ＰＲ活動経費　　　　　165千円

　○浜田お魚まつり補助金　400千円

　

15 旭温泉水有効活用事業 3,000 3,000 要求どおり

旭産業課 温泉水の有効活用を条

件としたビジネスコンテス

トであり、個性あるまちづ

くりに資する自治区事業

として取り組むことを確

認。

財源の「その他」は旭自

【事業概要】

　旭温泉の余剰水を活用したビジネスプランコンテストを実施

し、事業化を支援する

　○期間：Ｈ２６～Ｈ２７

【主な要求内容】

　○ビジネスプランコンテスト開催経費　2,652千円

【特定財源】

　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 3,000

16 港湾活用促進事業 7,689 7,689 要求どおり

産業政策課

財源の「その他」は旭自

治区の地域振興基金。

浜田港の利活用促進、【事業概要】

　○ビジネスプランコンテスト開催経費　2,652千円

　○温泉ビジネスフォーラム開催経費　　　348千円

産業政策課 浜田港の利活用促進、

特に企業へのＰＲについ

ては、これまで浜田港振

興会を中心に行っていた

ものと認識。平成26年度

からは、浜田市として積

極的に取り組むこととし、

関係予算を強化。

専門知識を有する人材

の活用や、企業訪問によ

るポートセールス強化旅

【事業概要】

　浜田港の利活用を促進するため、山陽地区の企業にポート

セールスを行い集荷拡大に努めるとともに、海外展開企業に向

けてセミナーを開催する

【主な要求内容】

　○嘱託職員１人雇用　　　　　　　　　　2,875千円

　○貿易アドバイザー配置　　　　　　　　1,118千円

　○ポートセールス・商社連携構築経費　　2,848千円

　○貿易セミナー開催経費　　　　　　　　　166千円

【特定財源】

　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0

るポートセールス強化旅

費等を浜田市独自に予

算化。

　○貿易セミナー開催経費　　　　　　　　　166千円
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○主要施策の予算要求と査定状況
　

（単位：千円）

番号 要求 査定

部局名 事業費 事業費

査定概要

事業名

予算要求の概要

17 広島開拓特別プロジェクトチーム運営事業 13,811 30,596 予算増額

産業政策課 広島は、浜田産品の販

路拡大や交流人口の増

加、企業誘致を行う上で

最大のターゲット。これに

アプローチする広島開拓

特別プロジェクトチームの

設置は新市政の目玉施

【事業概要】

　広島をターゲットに積極的なアプローチをするための特別プ

ロジェクトチームを組織し、浜田産品の販路拡大や企業誘致活

動など、浜田に外貨を取り込む活動を積極的に推進する

【主な要求内容】

【特定財源】

　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0

設置は新市政の目玉施

策と位置づけ、活動費等

を重点配分。

なお、要求に対し、広島

での事務所賃借料、職員

宿舎費用及び企業との

会食費等を上乗せし、

「元気な浜田枠」として予

算化。

　○嘱託職員２人雇用　　      6,296千円

　○旅費等　　　　　　　　 　 7,515千円

18 一次加工協業化推進事業 2,505 7,505 予算増額

産業政策課

【特定財源】

浜田市の食品加工業に

ついては、一次処理工程

において衛生面に大きな

課題があり事業展開に支

障をきたしていると認識。

これを事業者共通の課題

と捉え、協業化を通じた

【事業概要】

　企業の協業化を推進し、設備投資を促進する

【主な要求内容】

　○旅費等            　2,505千円

【特定財源】

　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0

と捉え、協業化を通じた

工場設置等による解決を

検討すべき。

そうした方向付けを行うた

め、地元企業による協議

会の立ち上げや先進地

視察等の必要性を確認。

なお、計画策定にあたっ

てのコンサルタント費用を

追加し、「元気な浜田枠」

として予算化。

19 「ようこそ！浜田」事業 16,374 15,904 事業費精査

観光振興課

として予算化。

浜田市への外貨獲得、

売り上げ増を図る上で、

観光振興施策の充実は

不可欠。浜田の宝さが

し、観光ルートの作成、

おもてなし研修の予算を

増額。フォトコンテスト、観

【事業概要】

　観光客を誘致するため、観光資源の掘り起こしを図る

　

【主な要求内容】

　○浜田の宝さがし　　　　　　　　580千円

　○フォトコンテスト　　　　　　　580千円

　○観光案内板設置　　　　　　　4,320千円

【特定財源】

　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0

20 学力向上総合対策事業 10,105 11,037 予算増額

増額。フォトコンテスト、観

光案内板の設置予算は

次年度以降とする。以上

を調整の上、「元気な浜

田枠」として予算化。

　○観光案内板設置　　　　　　　4,320千円

　○パンフレット作成　　　　　　1,080千円

　○観光プロモーション　　　　　6,588千円

　○おもてなし研修　　　　　　　1,688千円

20 学力向上総合対策事業 10,105 11,037 予算増額

学校教育課 重点政策の一つである

「教育の充実」の実現に

向けて、国語教育の充実

を通じた学力の向上対策

に取り組む必要性を認

識。

予算要求に「読書ノート

活用促進（732千円）」「読

書・作文活動研究発表会

【事業概要】

　家庭学習の充実、メディア接触時間の短縮、教員の授業力向

上の課題解決とともに、児童生徒の国語力の向上を図る

　

【主な要求内容】

　○メディア対応研修　　　　　　　　　　　　　 22千円

　○ノートコンテスト、学習プリント一括印刷　3,894千円

　○中央図書館との連携　　　　　　　　　　　4,476千円

　○教員研修　　　　　　　　　　　　　　　　1,431千円

【特定財源】

　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0

（200千円）」を追加し、

「元気な浜田枠」として予

算化。

　○教員研修　　　　　　　　　　　　　　　　1,431千円

　○キャリア教育　　　　　　　　　　　　　　　282千円
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○主要施策の予算要求と査定状況
　

（単位：千円）

番号 要求 査定

部局名 事業費 事業費

査定概要

事業名

予算要求の概要

21 国府小学校新築事業 1,313,228 1,313,228 要求どおり

教育総務課 平成26年度の投資的経

費で最大規模の予算。

平成27年度開校に向け、

中期財政計画に基づき、

計画通りの予算を確保。

別に、旭統合小学校建

設（平成26年度予算：

【事業概要】

　所在地：国分町

　国府小学校、上府小学校及び有福小学校を統合し、国府小学

校敷地内に新たな校舎を建設し、安全安心な教育環境の整備を

図る

設（平成26年度予算：

417,021千円）の本格着

手も予算化しており、教

育環境整備の集中投資

に目途。

【事業期間】

　Ｈ２３～Ｈ２７（Ｈ２７．４開校予定）

　※校庭整備の一部についてＨ２７に実施

【主な要求内容】

　○本工事

　　校舎及び屋体建築主体工事　他、旧校舎解体撤去工事

　○構造：校舎　鉄筋コンクリート３階建

　　　　　屋体　鉄筋コンクリート造一部鉄骨造

【特定財源】

　国県支出金: 540,257 地方債: 726,700 その他: 10,000

　○面積：校舎　約　４，８００㎡

　　　　　屋体　約　１，３００㎡

　　　　　校庭　約１５，０００㎡

　　　　　　　　（１００ｍ直線コース、１５０ｍトラック）

22 石央文化ホール開館20周年記念事業（市民創作ミュージカル） 2,000 2,000 要求どおり

文化振興課 石央文化ホール開館20

周年を記念した取り組み

は必要と認識。

「島村抱月」をテーマとし

た住民参加創作ミュージ

カルをこれに位置づける

【事業概要】

　石央文化ホール開館20周年記念事業として実施する市民創作

ミュージカルに対する支援を行う

　○２月８日開演　「島村抱月～夢・ふるさと・ドラマ～」

【主な要求内容】

【特定財源】

　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0

カルをこれに位置づける

ことについては、時宜を

得たものと確認し予算

化。

【主な要求内容】

　○実行委員会への補助　　2,000千円

23 図書館管理運営費 115,436 112,596 事業費精査

中央図書館 中央図書館、三隅図書

館ともに開館後半年程度

経過し、実績を踏まえ、

管理費を精査。パート職

員、光熱水費等を削減

し、図書購入費を上乗

せ。

【査定後】

【事業概要】

　図書館図書、郷土資料等の整備経費及び施設の維持管理に係

る経費

　　中央図書館：黒川町

　　金城図書館：金城町下来原

　　旭図書館　：旭町今市

　　弥栄図書館：弥栄町木都賀

　　三隅図書館：三隅町古市場

【特定財源】

【査定後】

○中央図書館 88,184千円

○金城図書館   4,219千円

○旭図書館　 　4,471千円

○弥栄図書館    789千円

○三隅図書館 14,933千円

　　三隅図書館：三隅町古市場

【主な要求内容】

　○中央図書館　 　90,544千円

　○金城図書館　    4,219千円

　○旭図書館　　  　4,471千円

　○弥栄図書館　      789千円

　○三隅図書館　 　15,413千円

【特定財源】

　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 61,674
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○主要施策の予算要求と査定状況
　

（単位：千円）

番号 要求 査定

部局名 事業費 事業費

査定概要

事業名

予算要求の概要

24 校庭芝生化事業（小学校管理運営費） 50,800 800 一部予算化先送り

生涯学習課 小学校の校庭芝生化に

ついては、現在、周布

小、長浜小で実施済み

で、国府小学校では校舎

建設に併せて施工予定。

設備費が多額になるた

め、これまではtotoスポー

【事業概要】

　校庭の芝生化及び芝生化した校庭の維持管理を行う

【主な要求内容】

　○校庭芝生化新設経費（１校）　　　　50,000千円

　○校庭芝生化維持管理経費（２校）　　　 800千円

【特定財源】

　国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 333

め、これまではtotoスポー

ツ振興くじ補助金により

手厚い支援が受けられて

いたが、大幅な見直しが

あり、財源見通しが立た

ない状況。財源見通しや

整備手法の再検討を行う

中で、当面は実施を見送

る。なお、既設校の維持

費は小学校管理運営費

で予算措置。

25 浜田室内プール取得事業 8,000 8,000 要求どおり

生涯学習課

で予算措置。

浜田市においては、プー

ル新設整備を見送ってい

る現状から、浜田市水泳

連盟が経営する現在の

浜田室内プールは小学

校教育に欠かせない。同

プールは、老朽化等によ

【事業概要】

　浜田市唯一の公認プールを取得する

【主な要求内容】

　○浜田室内プール取得 　　　　8,000千円

　　　施設概要

　　　　所在地　黒川町

【特定財源】

　国県支出金: 0 地方債: 7,600 その他: 0

プールは、老朽化等によ

り大規模な改修が必要な

状況であるが、経営が厳

しい浜田市水泳連盟で

は改修が困難。したがっ

て、浜田市で買い取り必

要な改修を行う必要性を

確認。

　　　　所在地　黒川町

　　　　構造等　鉄骨造２階建　９５６．３㎡

　　　　　　　　昭和６２年建築
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