
  

 

 

 

 

 【要因その①】 
 ・生まれてくる方より，亡くなる方が多いこと 

 【要因その②】 
 ・市内へ転入される方より，就職などを契機として， 

  市外へ転出される方が多いこと 

・江田島市の人口減少 
 ⇒５年間で約▲2,700人 
   ～今後も減少傾向で推移する見込  

平成２９年度 江田島市当初予算の概要 

２） 平成２９年度予算の規模 

 平成29年度一般会計当初予算は
158億5,000万円で，対前年度比1億
円の増（0.6％）となり，3年連続で増
加しています。 
 また，予算規模は，合併直後の平
成17年度（186億1,700万円）に次ぐ
2番目に大きい規模となっています。 
 本市における人口減少という課題
に果敢に挑戦し，かつ「『ワクワクで
きる島』えたじま」を実現するための
施策を盛り込んだ積極的な予算と
なっています。 

１） 江田島市の現状 

３） 当初予算の３つの重点テーマ 

平成29年度 平成28年度 増減額 伸率 %

15,850 15,750 100 0.6

8,992 9,057 ▲ 65 ▲ 0.7

3,423 3,115 308 9.9

28,265 27,922 343 1.2

区 分

一般会計

企業会計

合 計

特別会計

百万円 

しごとの創出 健康寿命の延伸 
① 新たな宿泊観光関連施設の整備 

   ・魅力ある宿泊観光関連施設整備事業（９２５万円） 

  ※整備等に対する補助金上限額５億円の債務負担 

   行為を計上。（平成３０年度又は３１年度） 

 

② 廃校施設跡地などを活用した企業誘致 

 ・しごとの場創出事業（１０７万円） 

 

③ ６次産業化や地産地消の促進 

 ・６次産業化対策事業（５８１万円） 

  

④ 農業・漁業の担い手確保 

 ・新規就農者支援対策事業費補助金（１，５２０万円） 

 ・新規漁業就業者支援事業補助金（３００万円） 

 

⑤ 起業・創業の促進 

 ・起業支援事業補助金（２５０万円） 

 ・企業立地奨励金補助金（１５０万円） 

 

⑥ しごとと人のマッチング 

 ・無料職業紹介所事業（２００万円） 

主な取組項目の事業 

① 通学費等の子育て世代の負担軽減 

   ・定住促進通学費支援事業（２，８４０万円） 

  ・定住促進奨学金返還支援事業（１，２２０万円） 

 

② 安心な保育サービスの実施 

 ・(仮称)認定こども園えたじま新築工事(６億９，３６７万円) 

 

③ 豊かな教育環境の確保・提供 

 ・小・中学校校内無線ＬＡＮ整備工事（６１０万円） 

 ・里海学習推進事業（２１５万円） 

  

④ 次世代を担う子どもの誕生の応援 

 ・妊婦健康診査交通費等助成事業（２１０万円） 

 ・不妊治療支援事業（２７０万円） 

 

⑤ 公園の整備内容の検討 

 ・鹿田公園外都市基幹公園等整備事業（１，０００万円） 

  

 

① 市民の主体的な健康づくりの促進 

  ・第３次健康江田島２１計画の策定（７８０万円） 

   ・いきいき百歳体操（予算なしで実施） 

   

② 高齢者の活躍の場の確保 

 ・老人クラブ連合会補助金（７００万円） 

 ・シルバー人材センター補助金（１，０６４万円） 

 

③ 疾病の予防や早期治療 

 ・健康増進事業（８１万円） 

 ・生活習慣病健診事業（３，５２０万円） 

 ・がん検診推進事業（２０９万円） 

  

④ 高齢者が安心して暮らせる仕組みづくり 

 ・民生委員・児童委員の活動支援（４１９万円） 

 ・安心生活創造事業（見守り支援員）（９７０万円） 

 ・緊急通報システムの設置（１９０万円） 

 ・認知症初期集中支援チームの設置（２３６万円） 

   

 

 



４） 主な事業（第２次江田島市総合計画の施策体系）  

➊ 教育・文化～人が育ち，輝くまち～ 

❷ 産業・観光～人が育ち元気な産業・観光を生み出すまち～ 

❸福祉・保健～健康で安心して暮らせるまち～ 

❹生活・環境～生活と環境を守り，高めるまち～ 

❺ 安全・安心～災害に強く，安心して暮らせるまち～ 

新 ■定住促進通学費支援事業 

・ 通学定期券購入補助金  予算額 28,400 千円 

江田島市を発着点とする公共交通機関（船舶及びバス）の通学定期券

の購入費を補助する。 

■学校教育振興一般事業 

新 ＩＣＴ活用事業  予算額 5,398 千円 

事務処理の平準化・効率化を図るため，校務支援システムを導入する。 

■国際教育事業 

拡 外国語指導業務委託  予算額 14,386 千円 

小学校での英語科の実施に向け，外国語指導助手（ALT）を２名から３

名に配置拡充する。 

■小学校施設管理事業・中学校施設管理事業 

新 校内無線ＬＡＮ整備工事  予算額 6,100 千円 

児童生徒の情報教育の基盤強化のため，ICT 教育モデル指定校（中町

小・大柿中）に対し，無線 LAN環境を整備する。 

■文化財保存・保護・活用事業 

新 ふるさと再発見事業  予算額 3,402 千円 

市民にふるさとの良さを再発見してもらう機会を提供する。 

 

 

 

 

 

新 ■定住促進通学費支援事業 

・ 通学定期券購入補助金  予算額 28,400 千円 

江田島市を発着点とする公共交通機関（船舶及びバス）の通学定期券

の購入費を補助する。 

■学校教育振興一般事業 

新 ＩＣＴ活用事業  予算額 5,398 千円 

事務処理の平準化・効率化を図るため，校務支援システムを導入する。 

■国際教育事業 

拡 外国語指導業務委託  予算額 14,386 千円 

小学校での英語科の実施に向け，外国語指導助手（ALT）を２名から３

名に配置拡充する。 

■小学校施設管理事業・中学校施設管理事業 

新 校内無線ＬＡＮ整備工事  予算額 6,100 千円 

児童生徒の情報教育の基盤強化のため，ICT 教育モデル指定校（中町

小・大柿中）に対し，無線 LAN環境を整備する。 

■文化財保存・保護・活用事業 

新 ふるさと再発見事業  予算額 3,402 千円 

市民にふるさとの良さを再発見してもらう機会を提供する。 

 

 

 

 

 

■里海学習推進事業 

・ 里海学習推進事業，理科教育推進事業  予算額 2,145 千円 

海辺の生物の調査観察活動や自然環境への関心を高め，ふるさとの自

然を大切にする心を育てるため，里海学習を推進する。 

また，小中学校の理科教育を総合的に推進するため理科学習を実施する。 

 

 

 

■有害鳥獣被害対策事業 

新 イノシシ 110 番の設置  予算額 2,179 千円 

イノシシなどの有害鳥獣に対する心配ごとや困りごとに対する相談窓口を新たに設置し，初期対応を充実する。 

新 ■６次産業化対策事業 

・ ６次産業化･地産地消推進協議会負担金  予算額 5,812 千円 

６次産業化･地産地消推進協議会を設置し，６次産業化に関する推進戦略を策定する。 

■水産業施設維持管理事業 

新 築いそ設置事業  予算額 10,000 千円 

水産資源の回復を図るため,地先海域に築いそを設置する。 

■商工業振興事業 

新 えたじまブランド開発関連事業  予算額 360 千円 

「えたじまブランド」などの地域資源を活用した新たなビジネスを創出する。 

新 ■しごとの場創出事業 

・ しごとの場創出事業  予算額 1,069 千円 

廃校施設跡地等を貸し付け，参入企業を募集し雇用機会を創出する。 

■観光施設維持管理事業 

新 ライブカメラ(景観カメラ)設置事業  予算額 2,958 千円 

インターネットを介して，リアルタイムに本市からの景観映像を広く

公開するため，ライブカメラを設置する。（小用港・サンビーチおきみ） 

新 ■魅力ある宿泊観光関連施設整備事業 

・ 魅力ある宿泊観光関連施設整備事業  予算額 9,255 千円 

能美海上ロッジに替わる新たな観光振興の拠点となる宿泊観光施設を整備する。 
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新 ■定住促進奨学金返還支援事業 
・ 定住促進奨学金返還支援事業補助金  予算額 12,200 千円 

子育て世代の負担軽減，ＵＩＪターンによる移住促進を図るため，奨学金の返還金の一部を補助する。 

■障害者福祉事業 

新 障害者施設整備費補助金  予算額 30,000 千円 

障害者就労継続支援Ａ型事業所の開設に係る施設整備費等を，施設開設事業所に対して助成する。 

■保育施設管理運営事業 
新 (仮称)認定こども園えたじま新築工事  予算額 693,668 千円 

老朽化した江田島･宮ノ原･飛渡瀬保育園,認定こども園こようの４園を統合し，認定こども園を新設する。 

■保健衛生一般事業 

新 第３次健康えたじま２１計画の策定  予算額 7,800 千円 

第３次健康江田島２１計画，第２次食育推進計画などを併せて策定し，市民の生涯を通じた主体

的な健康づくりを推進することにより，「健康寿命も平均寿命も日本一」の江田島市を目指す。 

■母子保健事業 

新 不妊治療支援事業  予算額 2,700 千円 
医療保険が適用されない特定不妊治療について，治療に要する費用の一部を助成する。 

がんの早期発見･早期治療を目的に，体制を整備し，受診率向上を目指す。 

 

新:新規事業 拡:制度拡充等分 
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■保健衛生一般事業 

新 第３次健康えたじま２１計画の策定  予算額 7,800 千円 

第３次健康江田島２１計画，第２次食育推進計画などを併せて策定し，市民の生涯を通じた主体

的な健康づくりを推進することにより，「健康寿命も平均寿命も日本一」の江田島市を目指す。 

■母子保健事業 

新 不妊治療支援事業  予算額 2,700 千円 
医療保険が適用されない特定不妊治療について，治療に要する費用の一部を助成する。 

がんの早期発見･早期治療を目的に，体制を整備し，受診率向上を目指す。 

 

新:新規事業 拡:制度拡充等分 

 

 

 

 

■人権啓発一般事業 

新 犯罪被害者等支援事業  予算額 （427） 千円 

犯罪被害者に対して，当面の生活を保障するため，見舞金を支給する。 
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・ 消防庁舎建設事業  予算額 145,338 千円 

消防本部（署）新庁舎の基本・実施設計等を行う。 

能美出張所新庁舎の基本・実施設計等を行う。 

 
❻ 基盤～しっかりとした基盤を備えたまち～ 

❼地域～地域が元気で，にぎやかなまち～ 

●その他事業 

■公共施設再編整備事業 

新 ■公共施設整備基金管理費 

・ 公共施設整備基金の創設  予算額 30,000 千円 

今後の公共施設の整備及び更新等に係る経費に備え，公共施設整備基金を新たに創設する。 

■土木業務一般事業 

新 インフラ施設定期点検巡視パトロール車の配置  予算額 2,500 千円 

インフラ施設の定期点検パトロールを実施するための車両を配置する。 

■公園維持管理事業 

新 鹿田公園外都市基幹公園等整備事業  予算額 10,000 千円 

新たな公園の役割や魅力を創出すべく，各公園の特色を活かした整備や管理運営方法などを検討し，計画的に整備していく。 

■住宅政策事業 

新 住宅マスタープラン策定事業（見直し）  予算額 7,200 千円 

平成 19年度に策定した住宅マスタープランの見直しを行う。 

新 がけ地近接等住宅移転補助金  予算額 8,029 千円 

がけ地の崩壊などにより，住民の生命に危険を及ぼす恐れのある対象区域内に存する危

険住宅を安全な場所に移転するための除却・建設費用を補助する。（国 1/2･県 1/4･市 1/4） 

新 建築物土砂災害対策改修促進事業補助金  予算額 759 千円 

住宅・建築物の災害対策工事に要する費用の一部を補助する。 

 

 

 

■企画調整事業 

新 えたじま向上委員会事業  予算額 2,900 千円 

地域力の向上を図るため，委員を市民から募集し，委員会運営を専門

業者へ委託する。また，取組を実行するための費用を補助する。 

新 首都圏えたじま縁つなぎ事業  予算額 800 千円 

首都圏において，江田島市と『縁』を有する在京者が起点となった，

『縁』の維持拡大等に資するための取組の実施を支援する。 

新 縁づくり！えたじま海生交流事業  予算額 200 千円 

隣接都市圏である広島市民に対し，江田島市への来訪機会を提供する

ことにより，江田島市の認知度の向上を図る。 

■まちづくり推進事業 

拡 まちづくり団体支援補助金  予算額 23,000 千円 

地域が主体となって取り組むまちづくり活動に対する支援を行う。 

意欲ある地域団体から提案事業を募集し，先駆的な取組に対して補助

をする。（地域提案型事業分：7,500千円） 

■交流定住促進事業 

新 江田島空き家物語(仮)ウェブサイト構築事業  予算額 500 千円 

一般市場では取り扱われない空き家を紹介するウェブサイトを構築する。 

■外国人市民交流事業 

拡 外国人支援事業  予算額 （645） 千円 

日本語教室及び外国人支援に関連する事業を行う。 

・日本語教材や外国人向け図書の購入 ・外国人市民活動団体に対する補助 

 

 

 

■人事管理事業 

拡 職員研修の充実  予算額 8,541 千円 

「強い行政組織」を構築するため，職員研修の充実に積極的に取り組む。 

 

新:新規事業 拡:制度拡充等分 
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■体験型修学旅行受入事業 

・ 体験型修学旅行受入事業  予算額 8,030 千円 

農業・漁業・民泊事業者である市民とともに，修学旅行生を受け入れ，

交流と地域の活性化を図る。 

・江田島海生体験交流協議会に対する補助 ・民泊受入家庭に対する補助 
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５） 一般会計歳入・歳出予算 

●歳入予算 

 歳入予算のうち，依存財源であ

る地方交付税が全体の41.3%を占

める。市税は15.9%となっている。 

【自主財源:25.5％】 

 市税や分担金・負担金，使用料・

手数料，繰入金など 

【依存財源：74.5％】 

 地方交付税や国・県支出金，市

債など 
 

●歳出予算 

 歳出予算の目的別では，民生費，

総務費，公債費，土木費の順と

なっている。性質別では，義務的

経費が，全体の45.2％，投資的経

費が17.9％，その他経費が36.9％

となっている。 

新 ■公共施設整備基金管理費 

・ 公共施設整備基金の創設  予算額 30,000 千円 

今後の公共施設の整備及び更新等に係る経費に備え，公共施設整備基金を新たに創設する。 

 

■保健衛生一般事業 

新 第３次健康江田島２１計画の策定  予算額 7,800 千円 

第３次健康江田島２１計画，第２次食育推進計画などを併せて策定し，市民の生涯を通じた主体

的な健康づくりを推進することにより，「健康寿命も平均寿命も日本一」の江田島市を目指す。 

 


