
◆江田島市総合戦略の事業（第２次江田島市総合計画具体的施策）
　○これらは第2次江田島市総合計画に掲載しているもので，今後の動向が不確定のものを除き，財政計画に見込んである。
　○個別事業ののちの年表示（Ｈ●～）は，当該施策の始期を指す。また，金額は第２次江田島市総合計画の前期５年間（実施計画の期間：H27～H31）の総額。

（単位：千円）

目指すべき
将来の方向

金額

🔴日本型直接支払制度の活用（H17～） 多面的機能支払制度や中山間地域等直接支払制度を活用し，農地の保全や農道・水路の維持管理などの取組を行います。 24,100
🔴農道整備事業（Ｈ28～） 農業振興に加え，地域の防災・安全性の確保などを図るため，農道の整備を進めます。 40,000
🔴農地や地域環境の保全（有害鳥獣被害対策）（Ｈ17～） 有害鳥獣対策を奨励し，情報提供や啓発等によって，農地の適正な保全管理を促進します。 73,991
🔴農業機械・設備の近代化の支援（Ｈ23～） 農業生産者の生産基盤の整備に資するための，農業用ハウスの新設や改修，附帯施設更新など農業機械・設備の近代化を支援します。 35,000
🔴森林の保全と防災対策（Ｈ16～） 森づくり事業を実施し，森林の役割を最大限に発揮させるために間伐等を計画的に行います。 28,078
🔴農地造成事業（Ｈ23～） 農地基盤整備を行い，担い手及び新たに農業に参入したい者等を支援し，今後の農業へのモデル地区を目指します。 100,000

🔴畑地帯総合整備事業（県営事業負担金）（Ｈ7～Ｈ27）
農産物の収穫量の安定化と高品質及び農地の流動化を促進するため，生産性の高い団地を形成し，農業生産基盤を総合的に整備しま
す。

24,000

🔴農地海岸保全施設整備事業（Ｈ16～） 波浪による浸食や高潮による被害防止のため，堤防・護岸の整備を促進します。 20,000
🔴県営治山事業（Ｈ18～） 保安林を守り育てることにより，山崩れ等の災害から住民の生命・財産を守るとともに，森林の持つ水源のかん養機能を高めます。 1,500
🔴新規就農者支援対策事業の推進（H24～） 新規就農者及び新規就農予定者のため，各種研修や営農活動の支援を行い，地域農業の担い手を育成確保します。 91,150

🔴担い手の育成（H16～）
認定農業者制度等を活用し，経営の改善・発展に取り組むための，農業経営改善計画の作成を支援し，効率的で安定した魅力ある農業
経営を目指す農業者を育成します。[非予算]

0

🔴農地流動化の促進（H22～）
農地の荒廃を防ぎ，遊休農地の有効活用や担い手及び中核農家の育成などに向け，各種団体などとの連携を図りながら，農地流動化を
促進します。

1,125

🔴農業活性化推進協議会の活動推進（H17～） 江田島市内地域農業等の活性化を図るため，関係機関が協力，連携を強化して諸施策を推進，調整します。 14,500

🔴６次産業化の推進（Ｈ27～）
農産物の地域特産品やブランド化による新商品開発事業や，生産・加工・販売等の総合的かつ一体的な事業推進による６次産業化への
取組みを支援します。

9,275

🔴オリーブ振興事業（Ｈ22～） オリーブ栽培を推進するため，整地や土壌改良などに要する経費を支援し，地域農業の活性化及び耕作放棄地等の解消を図ります。 43,145
🔴漁業振興の推進（H16～） 県，市，漁協等関係機関との連携のもとに，漁協の機能強化を図り，漁業者の主体的な取り組みを支援します。 3,670
🔴漁場環境の改善（H17～） 海底清掃に取り組むとともに，魚礁や築いそなどの漁業生産基盤の維持，干潟や藻場の造成・保全を進めます。 23,610
🔴漁業近代化施設等の整備（Ｈ17～） 漁具倉庫や係留施設などの漁業近代化施設，水産振興施設等の統廃合を図りつつ，必要な整備を行います。 163,886

🔴特定魚種資源適正管理（Ｈ17～）
放流効果の検証や把握により効果の高い栽培漁業の発展を目指すとともに，稚魚魚生息環境を改善し，水産資源の維持増殖を図りま
す。

25,405

🔴担い手育成・後継者の確保及び活動推進（H17～） 漁業の担い手確保・育成を推進し，長期的に安定した漁業経営ができる基盤づくりや，情報発信に取り組みます。 10,936
🔴漁業経営の安定化の支援（Ｈ17～） 漁業の振興と経営の安定化などのため，各種貸付にかかる利子補給や補助の支援を行います。 143,000
🔴特産品づくりの促進（H18～） カキのＰＲ活動や，農水産物加工・販売施設の整備を通じた農水産物の６次産業化などによる特産品づくりを促進します。 5,000
🔴流通・販売体制の強化（Ｈ24～） 水産加工施設や冷凍・冷蔵施設，蓄養施設の整備を図るとともに，効率的で衛生的な流通・販売体制の強化を促進します。 16,890
🔴企業誘致計画事業（Ｈ27） 企業誘致計画を策定し，誘致場所や社会情勢等を踏まえた企業誘致に取り組みます。[非予算] 0
🔴企業立地奨励事業（H16～） 江田島市内において工場を新設し，又は増設する者に対し，奨励金を交付して市産業の振興と雇用機会の拡大を図ります。 15,000
🔴起業支援事業（H28～） 江田島市内において起業し，事業を開始した場合に開業に係る経費の一部を助成します。 12,000
🔴新業種参入支援事業（H28～） 江田島市内の商工業者が異業種へ新規参入する場合に，初期投資費用の一部を助成します。 24,000
🔴商工会支援事業（H16～） 江田島市内の商店や事業所への経営改善指導，地域総合振興事業をはじめ後継者の育成や販路拡大などの商工会の取組を支援します。 50,090
🔴中小企業振興資金事業（Ｈ16～） 江田島市内の商工業者が，経営の改善に必要な施設の取得等を借入資金により行う場合に，借入利子の一部を助成します。 12,900
🔴就職相談会（H27～） 就職に関する相談会を開催し，江田島市内での雇用の拡大を図るとともに，求職者の相談に随時対応できる体制を築いていきます。 700
🔴緊急雇用創出事業（Ｈ16～） 新事業への支援を通じて雇用確保に努めます。また，市の業務で失業者を緊急的に雇用し，生活の安定を図ります。 59,167
🔴労働金庫預託金事業（Ｈ16～） 労働金庫において江田島市の勤労者が住宅費や教育費など，生活資金の融資を受けることができるよう預託金を行います。[非予算] 0

1,072,118
🔴観光ボランティア養成事業（H23～） 江田島市内の観光資源を紹介し，市のイメージアップを図るため，観光ボランティアガイドを継続的に養成していきます。 420
🔴観光イベント支援事業（Ｈ16～） 江田島市の自然や食を生かしたイベントを開催し，自然の豊かさをＰＲするとともに,新たな観光素材を発掘していきます。 19,880
🔴観光体験メニューの開発事業（H24～） 「見る観光」から「体験する観光」へ，海に囲まれた立地や自然を生かした体験メニューを開発し，積極的に推進します。 1,400

🔴広域誘客促進事業（Ｈ25～）
観光プロモーションや他市との共同キャンペーンなどの広域誘客促進事業を展開し，県内外から訪れる観光客の入込数増加を図りま
す。

9,412

🔴魅力ある観光地づくり事業（Ｈ27～）
江田島市内の観光やサイクリング目的での来訪者に対して，小用・切串・中町・三高港の待合施設に無料のWiFiを提供し，観光情報等
を発信するための施設整備を行います。

9,000

🔴体験型スポーツイベントの開催（Ｈ26～H29）
カヌー，サイクリング，ハイキングを一体的に実施するSEA TO SUMMITを開催し，アクティビティに適した江田島市の環境に関するイ
メージの確立を図ります。（３年後に効果検証）

16,200

🔴観光案内板作成事業（H22～） 観光客の利便性向上，外国人観光客の増加に対応した案内表示看板を設置します。 4,000
🔴サイクルステーション整備事業（Ｈ26～） サイクリング客の無料休憩場所として，飲料水やメンテナンス工具等を備えたサービスを提供する場を整備します。 1,500
🔴宿泊観光施設整備事業（Ｈ16～） 滞在型観光の促進，宿泊・入浴客へのサービス維持のため随時施設整備を行います。 51,430
🔴能美海上ロッジ等整備方針検討事業（Ｈ26～Ｈ27） 今後の宿泊観光関連施設のあり方を検討するため委員会を運営します。 2,990
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目指すべき
将来の方向

金額

🔴市道改良事業（H16～） 市道の拡幅，改良工事を行い，通学路・災害時の避難路となる道路の整備を推進します。 361,864
🔴サイクリングロード整備事業（H24～） かきしま海道サイクリングロードを整備し，観光・交流人口の増加を目指します。 32,000
🔴橋梁長寿命化修繕事業（H24～） 江田島市内にある252橋に対して，「江田島市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき橋梁の補修に取り組みます。 188,400

🔴法定外公共物（里道）の改修補助（補助率7.5/10）（H16～） 法定外公共物である里道を地元施工で改良工事等を行った場合に補助金を交付します。 48,000

🔴アダプト活動支援事業（H24～） 市が管理する道路等について，清掃・除草活動を自主的に活動している団体（認定団体）に奨励金を交付します。 10,340
🔴県道改良事業（県事業負担金1/10）（H16～） 県が施行する道路改良事業に併せて市負担金を支出し，事業の促進を図ります。 13,500
🔴県道改良事業（県事業負担金1/10）（H16～H30） 県から権限移譲された県道の改良を実施します。 133,464

🔴港湾・漁港長寿命化事業（H26～）
港湾・漁港施設が将来集中的に更新時期を迎えることから，長寿命化計画を策定し，計画的な補修を行い管理運営費の平準化を図りま
す。

110,880

🔴三高港を中心とした周辺整備計画策定事業 （H27） 生活交通の確保・充実を図るため，三高港及び周辺の再開発を計画します。 5,000

🔴港湾整備事業（県事業負担金1/4）（H９～Ｈ30）
波浪から港湾の内部を安静に保つことや，津波や高潮の被害から陸域を守るための防波堤整備及び漁船接岸のための浮桟橋を整備しま
す。（広島県との事業協議）

445,000

🔴港湾改良事業（単県事業負担金1/3）（H16～） 小用港・三高港・中田港・鹿川港の整備を行います。 86,000
🔴体験型修学旅行受入事業（H23～） 体験型修学旅行を受入れ，都市部との交流を深めることにより江田島市の活性化を図り，将来における定住人口の増加を図ります。 46,572

🔴地域おこし協力隊事業（H27～）
地域おこし活動の支援や農林漁業の応援，住民の生活支援などに従事してもらい，併せてその定住・定着を図りながら，地域の活性化
を図ります。

40,321

🔴情報発信素材の整備事業（H27～）
交流人口の拡大を図るため，まずは「江田島市を知ってもらうこと」が重要な課題となります。江田島市の情報が見てもらえるよう，
発信の仕方，作り方に取り組み，発信素材の整備を図ります。[非予算]

0

🔴観光体験メニューの開発事業（再掲）（H24～） 「見る観光」から「体験する観光」へ，海に囲まれた江田島市の立地や自然を生かした体験メニューを開発し，積極的に推進します。 1,400

🔴暮らし体験業務委託（H20～）
江田島市外から移住を考えている方に，「おためし暮らしの家」の利用，「空き家見学ツアー」の実施及び「定住者と地域との交流
会」の実施等を通じて，江田島市への定住促進を図ります。

6,739

🔴定住促進補助金（H20～） 江田島市外から定住を目的に,物件を新築又は購入した移住者に対して,住居に係る費用の一部補助を行います。 15,600
🔴交流・定住推進事業補助金（島コン）（H24～） 江田島市内に居住している未婚者と江田島市外に居住している未婚者との出会いの場を設け，江田島市内への定住促進を図ります。 1,000
🔴空き家清掃費補助金（H25～） 空き家バンクに登録した物件の不用品等の処分や草木の剪定・処分等に係る費用の一部補助を行います。 1,540

1,662,452
🔴学力の定着・向上（H27～H29） 学力調査の結果の分析等を通して，授業改善等を行い，学力の定着・向上を図ります。（３年後に効果検証） 1,500
●道徳教育及び人権教育の推進(H16～) 各教科等での指導や体験活動を充実させるとともに，家庭や地域と連携し，発達段階に応じた道徳教育及び人権教育を推進します。 5,500
🔴体験活動の推進(H22～) 小学校における集団宿泊活動の充実や，「里海」を教育資源とした自然体験活動の充実を図ります。 9,000
●生徒指導の充実（H16～） いじめの防止等の取組など，生徒指導体制の確立を図るとともに，児童生徒の問題行動等の未然防止や早期対応に努めます。 1,750
🔴体力・運動能力の向上（H16～） 体力・運動能力調査の結果分析を活用した授業・スポーツ活動の実施及び部活動の活性化を図ります。 22,500
🔴食育の推進（H16～） 食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身に付けるとともに，家庭や地域と連携した食育の取組を推進します。[非予算] 0
●ことばの教育の推進（H16～） 言語活動の充実により，児童生徒の言語に関する能力を向上させ，思考力，判断力，表現力等の育成を図ります。[非予算] 0
🔴キャリア教育の推進（H16～） 中学校の職場体験学習をはじめ，発達段階に応じたキャリア教育を推進します。 1,500
🔴特別支援教育の充実（H16～） 児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し，適切な指導や必要な支援を行います。 7,300
●校種間連携の推進（H16～） 校種間の連携により，教育課題の検討，児童生徒の交流及び教職員研修の充実等を図ります。 7,000
●グローバル化に対応する教育の推進（H16～） 外国語指導助手の活用等を通じて，小学校における外国語活動及び中学校における英語教育の充実を図ります。 69,958
●情報化に対応する教育の推進（H16～） ＩＣＴを活用した授業の充実を図るとともに，情報モラルの育成を図ります。[非予算] 0
🔴教職員の資質・指導力の向上（Ｈ16～） 教職員研修の充実や自主教育研究グループへの支援により，教職員の資質・指導力の向上を図ります。 4,575
🔴開かれた学校づくりの推進（Ｈ16～） 学校評価を充実させ，教育の質の向上を図ります。 11,000
🔴学校施設の耐震化及び改修（H16～Ｈ29） 老朽化した校舎等について耐震診断に基づき，耐震補強及び大規模改修等を計画的に進め，耐震化率100％を目指します。 673,000
🔴学校施設・設備の管理・整備（Ｈ16～） 学校施設・設備を適切に管理運営するとともに，計画的な整備を図ります。 663,000
●ＩＣＴ機器の整備（H16～） 教育の情報化に対応するため，ＩＣＴ機器を計画的に整備します。 115,000
●遠距離通学への対応（Ｈ16～） 学校統合により遠距離通学となった児童生徒のため通学手段の確保，路線バス定期補助を行います。 261,625

🔴子育て支援センター運営事業（H20～）
子育て支援センターの運営方法の見直しと支援の拡充を図り，育児不安を軽減し，子どもを安心して産み育てるまちづくりを目指しま
す。

37,350

🔴児童虐待防止対策総合支援事業（H17～） 「要保護児童対策地域協議会」活動を充実させ，関係機関と連携し児童虐待予防に取り組みます。 17,000
🔴母子・父子家庭等対策総合支援事業（H22～） 資格習得など主体的な能力開発の取り組みを支援し，ひとり親家庭の自立の促進を図ります。 32,300
🔴保育施設管理運営事業（H16～） 乳幼児を保育することで生涯にわたる人間形成の基礎を培い，家庭や地域社会と連携を密にして，家庭養育の補完を行います。 663,000
🔴保育施設管理運営事業（施設整備）（H27～） 保育施設の再編整備を推進し，安全で安心して預けられる保育施設や設備を整えます。 830,600
🔴子育て支援センター運営事業（施設整備） （H28～29） 子育て中の保護者が地域で孤立しないよう，気軽に相談や交流ができる場を確保するため，複合型子育て支援センターを整備します。 162,000

🔴児童館管理運営事業（H16～）
児童厚生員の指導により子どもに健全な遊びを提供することで，心身の健康を増進し情操豊かな成長を支援し，児童の健全な育成を図
ります。

62,500

🔴保育施設給食センター運営事業（H27～） 児童の成長に応じた給食を提供するため，保育施設専用の給食センターを設置し，更なる食育推進を図ります。 365,000
4,023,958
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◆江田島市総合戦略の事業（第２次江田島市総合計画具体的施策） 資料２－２

目指すべき
将来の方向

金額

🔴公民館学習支援や交流機会の提供（H17～） 生きがい，心豊かさ及び健康増進を図るための学習機会を設け，市民ニーズに応じた多様な講座を開催します。 284,500
🔴生涯学習の推進（Ｈ17～） 生涯にわたる学習活動を促進するため，生涯学習講演会や家庭教育講座を実施します。 6,000
🔴人権教育の推進（H17～） 講演会などを開催し，市民の人権意識の高揚を図ります。 8,500
🔴図書館サービスの推進（H16～） 公立図書館などとの連携による図書館機能の充実や，市民読書グループの育成などによる，利用しやすい図書館を目指します。 160,000
🔴青少年芸術鑑賞の推進（H17～） 演劇・音楽など，本物の舞台芸術を鑑賞する機会を設け，芸術・文化的意識の向上を図ります。 3,500
🔴市美術展の開催（H17～） 創作活動の振興と，優れた作品を鑑賞する場を設け，豊かな感性と確かな教養を培う機会を提供し，文化芸術の向上に寄与します。 8,500
🔴成人式の開催（H16～） 次代を担う新成人の激励と郷土愛を育むため，式典等を行い祝福します。 6,500
🔴放課後児童クラブの推進（H17～） 保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に対して，遊びや生活の場を提供し，児童の健全育成を図ります。 210,000

②社会教育施設の整備 🔴社会教育施設の管理運営（H22～） 様々な学習ニーズに対応する生涯学習拠点の管理運営を行います。 391,000
🔴伝統文化・芸能の保存・継承（H17～） 江田島市文化協会・江田島伝統芸能保存会の活動を支援します。 4,700
🔴文化財の保存・管理の推進（Ｈ17～） 古文書解読研修会の開催などにより，市民の文化財に対する関心を高め，保護・保存の意識啓発を行います。 3,000
🔴文化施設等の活性化（H16～） 文化施設等の管理運営及びものづくり教室・企画展などの充実や所蔵資料の整理等を行い，活性化を図ります。 35,000

🔴地域スポーツの振興（H16～）
気軽にスポーツを楽しめるよう，スポーツに関する意識啓発や，取り組むきっかけづくり，目的に応じたスポーツの普及推進を図りま
す。

13,500

🔴ジュニアスポーツの振興（Ｈ16～） 市スポーツ少年団を支援し，ジュニアスポーツの振興に努めます。 1,750
🔴競技スポーツの振興（Ｈ16～） 市体育協会を支援し，競技スポーツの振興に努めます。 17,500

🔴ヒロシマＭＩＫＡＮマラソン大会の開催（Ｈ16～）
日本陸上競技連盟公認のハーフマラソン種目を設け，競技力の向上に努めるとともに，ふるさと特産品ふれあい産業まつりを同時に開
催し，都市住民との交流を通じて地域の活性化を図ります。

13,400

🔴かきカキマラソン大会の開催（H16～）
マラソン大会を実施することにより，スポーツの推進と，特産品を県内外にアピールし，地域の活性化を図るとともに，地域住民のボ
ランティア意識の向上に努めます。

5,000

②社会体育施設の整備 🔴スポーツ施設の管理運営（H16～）
生涯スポーツ活動の拠点施設として利用を促進し，スポーツによるコミュニティの醸成を図るとともに，生涯スポーツを推進するため
の施設の管理運営を行います。

197,000

🔴健康づくり推進事業（H17～） 第２次健康江田島21計画，食育推進計画の進捗状況の評価，点検を行い，効率的かつ効果的な健康づくり施策を推進します。 7,058
🔴食育推進事業（旧食生活改善事業）（H17～） 市民が生涯にわたり健全な食生活が実践できるよう，食育を推進します。 24,800
🔴保健センター管理運営事業（H17～） 保健センターの管理・運営を円滑に進めながら，講演会や教室等を開催し，健康づくりの拠点としての役割を果たします。 13,763
🔴母子保健推進事業（H17～） 妊婦・出産・育児の正しい知識を普及するとともに，保護者同士の仲間づくりの支援，母子保健推進員の育成を図ります。 10,210

🔴妊婦・乳幼児健康診査事業（H17～）
乳幼児の病気の予防と早期発見，および健康の保持・増進を目的として健康診査を行うとともに，妊婦・乳児健康診査の公費負担を行
い，経済的負担を軽減します。

93,093

🔴健康増進事業（H17～）
生活習慣病の予防と合わせて，市民の健康づくりを支援するとともに，保健師・栄養士による相談会や家庭訪問を実施し，健康指導の
充実を図ります。

7,586

🔴国保特定健診・生活習慣病健診・がん検診事業（H17～）
国保特定健診，生活習慣病健診，がん検診等を実施し，高血圧，糖尿病等生活習慣病やがんの早期発見，早期治療により，疾病の重症
化を予防します。

337,627

🔴予防接種事業（H17～） 定期の予防接種を実施し，個人の発病又はその重症化を防止し，併せてその感染症の蔓延を予防します。 303,240

🔴感染症対策事業（H17～）
新型インフルエンザ等感染症発生時の情報提供，ワクチン接種，生活支援，社会的弱者への支援に市が主体的に対応するため，新型イ
ンフルエンザ等対策行動計画を策定します。

300

🔴精神保健事業（H17～） 相談会や研修等を開催し，こころの健康づくり，精神障害者の社会復帰や社会参加への支援を行います。 743
🔴救急医療運営対策事業（H17～） 呉市内の４病院に運営補助を行い，休日・夜間に，入院が必要な重症救急患者が受診できる医療体制を確保します。 37,948
🔴在宅当番医制運営事業（H17～） 江田島市内の２つの医師会に運営補助を行い，日・祝日に，比較的症状の軽い患者が安心して受診できる医療体制を確保します。 7,005
🔴敬老金贈呈事業（H16～） 高齢者に対し，その長寿を祝福して敬老金を支給します。 11,940
🔴在宅福祉事業　老人クラブ補助事業（H16～） 老人福祉の向上・地域福祉の増進を図るため，江田島市内の老人クラブ団体相互の連絡調整を図るとともに活動を支援します。 35,000
🔴高齢者能力活用事業（シルバー人材センター事業）（H16～） 高齢者の職域の拡大を図り，高齢者自身の豊かで積極的な老後生活の維持と社会参加による生きがいの充実を図ります。 43,900

🔴地域支援事業（包括支援事業）（H16～）
高齢者が自宅や住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう，高齢者をはじめ地域住民の心身の健康の維持，保険・福
祉・医療の向上と推進を図り，包括的に支援・情報提供を行います。

4,000

🔴地域支援事業（任意事業）（H25～） 家族介護支援事業，認知症サポーター養成講座，成年後見制度利用支援事業を行います。 11,500
🔴地域支援事業（任意事業：地域ケア推進事業） （H26～） 医療・介護・福祉の専門職による他職種連携，一般市民に対して地域包括ケアの意識啓発を行います。 800
🔴老人福祉計画・介護保険事業計画策定事業（H16～） 保健・医療・福祉にわたる総合的な介護サービスを受けることができるよう，介護保険事業に関する計画を定めます。 4,000

🔴地域支援事業（二次予防）（H16～）
アンケート調査により，要介護状態となるおそれの高い高齢者の早期発見を行い，介護予防の啓発及び教室への勧奨などの早期対応を
行います。

60,000

🔴地域支援事業（一次予防）（H16～）
活動的な状態にある高齢者に対して，介護予防の啓発及び教室への勧奨をするとともに，江田島市内のサロン活動の支援，介護を支え
る人材の育成確保を行います。

9,500

🔴居宅介護支援事業（H16～）
要支援１・２の方の予防介護支援計画書の作成をし，適正な予防介護のサービスをコーディネイトすることで，要介護への移行を防ぎ
ます。

96,770

③高齢者福祉・介護施
設の整備

🔴老人集会所の管理運営（H16～） 高齢者のふれあいの場を提供するための，老人集会所の管理運営を行います。 44,736

①障害者福祉サービス
の充実

🔴相談支援事業（H26～）
障害者福祉に関する情報提供や相談を身近な場所で受けられるよう，障害別の相談窓口を増やすとともに，障害者が社会的自立を図れ
るよう就労支援を行います。

120,425

②障害者福祉施設の整
備

🔴障害者福祉施設の整備対策事業（H27～）
就労継続支援Ａ型事業所等の新規事業開始に向けて，各種関係機関への働きかけを行い，就労訓練場所の確保及び障害者雇用が広がる
ように協力を依頼します。障害児通所事業についても未利用施設利用誘致などにより，障害児通所の場の拡充に努めます。[非予算]

0
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◆江田島市総合戦略の事業（第２次江田島市総合計画具体的施策） 資料２－２

目指すべき
将来の方向

金額

🔴安心生活創造推進事業（H24～）
75歳以上の単身世帯等で，何らかの支援を必要とする方に対して，地域住民と市福祉保健部が協同して，定期的な訪問などの見守り
を行います。

41,700

🔴地域福祉推進事業（H19～）
江田島市地域福祉計画，地域福祉活動計画に基づき，生活に密着した地域福祉の推進及びボランティアの育成・組織化などの地域福祉
推進事業に取り組むとともに，サービス内容の充実に努めます。

172,500

🔴公衆衛生推進協議会等支援事業（H16～） 環境美化意識を高めるため市民参加の一斉清掃及び公衆衛生推進協議会の不法投棄回収，ゴミ減量化啓発活動等の充実を図ります。 20,525
🔴不法投棄防止対策事業（海ゴミ対策含む）（H16～） 不法投棄等の防止のための意識啓発及び監視体制強化に努めるほか，海ゴミ回収ボランティア活動支援を実施します。 15,402
🔴葬斎センター管理運営事業（H16～） 死亡者の火葬を行うため，適切な管理・運営を行います。 358,692
🔴ゴミ削減・リサイクル推進事業（H16～） 市民や自治会及びシルバー人材センター等と連携し，ゴミの減量化及びリサイクルを推進します。 29,418
🔴リレーセンター管理運営事業（H16～） ゴミの円滑な運搬のため，適切な管理・運営，設備の更新等を行います。 336,025
🔴環境センター管理運営事業（H16～） ゴミの適正処理及び再資源化のため，適切な管理・運営，施設等の整備等を行います。 537,732
🔴呉市一般廃棄物処理委託（H16～） ダイオキシン対策を行うため，広島県一般廃棄物広域処理呉ブロック実施計画に基づき呉市にゴミの焼却処理を事務委託します。 1,307,694
🔴新最終処分場施設整備事業（Ｈ26～） 不燃ゴミ埋立容量を確保し，江田島市内から発生する廃棄物の長期的かつ安定的な処分を担保するため，新最終処分場を整備します。 127,800
🔴一般廃棄物収集運搬車両更新事業（Ｈ16～） 家庭系一般廃棄物を適正に収集・運搬するため，老朽化した車両について計画的に更新を行います。 32,075
🔴太陽光発電補助制度事業（H21～） 住宅用太陽光発電システムの設置補助を行います。 7,000
🔴地球温暖化対策事業（H22～） 江田島市地球温暖化防止対策実行計画の見直し，改訂を行います。 8,500
🔴太陽光発電設備に係る固定資産税減免 （H26～） 太陽光発電設備固定資産税特例措置により，固定資産税の減免を行います。[非予算] 0
🔴合併浄化槽設置補助事業（H16～） 公共用水域の水質保全及び公衆衛生の向上のため下水道整備区域外等の特定の地域においては合併浄化槽設置の促進を行います。 91,500
🔴環境基本計画策定事業（H24～） 江田島市環境基本計画の見直し，改訂を行います。 2,500
🔴前処理センター管理運営事業（H26～） し尿等の前処理を行い，下水道に投入します。 319,663
🔴森林の保全と防災対策（再掲）（Ｈ16～） 森づくり事業を実施し，森林の役割を最大限に発揮させるために間伐等を計画的に行います。 28,078
🔴不法投棄防止対策事業（海ゴミ対策含む）（再掲）（H16～） 不法投棄等の防止のための意識啓発及び監視体制強化に努めるほか，海ゴミ回収ボランティア活動支援を実施します。 15,402

🔴地域防災計画及び各種マニュアル等の変更（H18～）
地域防災計画の定期的な見直しや各種ハザードマップ，マニュアル等を作成するとともに，マニュアル等による市職員研修を行い，危
機管理意識及び能力の向上に取り組みます。[8,708]

8,708

🔴国民保護計画改正事業（H19～） 国民保護措置実施のための体制の整備を進めるとともに，県と連携した図上訓練の実施等に取り組みます。 320
🔴災害時応援協定の推進（H16～） 大規模災害に備え，資機材，食糧等を確保できるよう民間事業者と応援協定を締結します。[非予算] 0
🔴総合防災訓練の実施（H24～） 災害応急対策を含む総合防災訓練を実施するとともに，避難訓練や児童生徒に対する防災訓練により，防災意識の向上に努めます。 11,153
🔴防災資機材の整備（H16～） 軽量で扱いやすい消火栓ホースに更新し，地域防災力の向上を図ります。 72,512
🔴災害対策本部の機器整備（H16～） 災害に対し，全庁的に対応するための情報収集と共有，伝達を行う機能を果たすことができる機器を整備します。 12,247

🔴雨量計ネットワークシステム（H28～）
局所的集中豪雨に伴う土砂災害等の避難情報発信のため，江田島市内の15箇所に雨量計を設置し，集中監視できるシステムを整備
し，早期に情報発信をしていきます。

14,450

🔴地域防災リーダーの養成（H16～） 各地域に地域防災リーダーを養成し，市民の防災意識の高揚，自主防災組織の結成や活動支援等防災対策の推進を図ります。 3,300
🔴防災意識啓発事業（H24～） 防災出前講座及び各種訓練の実施，防災のしおりや情報ツールを活用し，市民の防災意識と防災行動力の向上を図ります。 2,167

🔴地域防災活動支援事業（H27～）
地域で活動する団体に対し，活動が継続・活発化できるよう防災資機材の整備や地域での防災活動に係る新たな支援制度の充実を図り
ます。

6,005

🔴災害用備蓄品整備事業（H16～） 非常食・飲料水・毛布，生活必需品等の備蓄品を整備し，避難所指定施設には，応急的に必要と考えられる必需品等を備蓄します。 20,496
🔴避難所環境整備事業（H16～） 良好な避難所生活が送れるよう避難所の生活環境整備を行うとともに，通信設備や発電設備，案内看板等の整備を進めます。 52,470
🔴防災倉庫整備事業（H28～） 市民が防災活動に参画できるよう，地域ごとに防災倉庫を整備し資機材や食料等の備蓄に努めます。 12,000
🔴消防本部装備品の充実強化事業（H16～） 災害対応を迅速・確実に行なうために必要な，消防車両等を計画的に更新・整備し，消防力の充実強化を図ります。 204,263
🔴高機能消防指令センターの更新等整備事業（H16～） 高機能指令センターの保守管理を徹底し，機能保持に努めるとともに適切な時期に更新を行います。 242,016
🔴消防・救急無線のデジタル化整備事業（H23～） 消防・救急無線のデジタル化について，アナログ波の使用期限までにシステム構築を図ります。 146,136
🔴災害対応能力向上のための人材育成事業（H16～） 消防学校等の教育機関や各種研修及び災害対応に必要な資格の取得により，効果的な人材育成を推進します。 23,115
🔴消防出初式開催事業（H16～） 市民の前で消防力を披露することにより，市民の消防に対する理解と防火意識の高揚，消防職団員の士気の高揚を図ります。 10,205
🔴消防屯所災害時機能充実強化事業（H25～） 災害時に必要な非常食，水，毛布等を各消防屯所に配置するとともに，５年ごとに更新します。 996
🔴消防団体制の充実強化事業（H16～） 地域防災の要である消防団が，各種災害対応できるよう車両及び各種資機材等の整備を行い，消防団体制の充実強化を図ります。 58,619
🔴消防団災害対応能力向上事業（H16～） 計画的に団員研修，月例訓練等を実施するとともに，各種災害対応訓練へ参加し，効果的に災害対応能力の向上に努めます。 520
🔴広島県消防協会江田島支部運営事業補助金（H16～） 消防団員の福利厚生や社会公共の福祉の増進に寄与すること等を目的とした，広島県消防協会江田島支部の運営を支援します。 9,000

🔴防災拠点施設（消防本部・消防屯所等）の耐震化等整備事業（H26～）
防災拠点施設の計画的な耐震補強，建替えなどを調査・検討し，災害時における市民の安全・安心を図ります。（Ｈ３０からは調査・
検討状況による）

47,431

🔴高度救急救命処置資機材等の整備事業（H16～） 計画的な高度救急救命処置の充実強化，道路状況等の実情に即した車両等の整備に努めます。 64,360
🔴救急救命士養成と救急隊員育成強化事業（H16～） 救命率の向上を図るため，継続的な救急救命士の養成と救急隊員の育成強化に努めます。 20,999

🔴予防救急推進事業（H27～）
高齢者が一般負傷事故により救急搬送された事例を分析し，その原因及び予防策等を市民に広報することにより，負傷者の発生を未然
に防止する「予防救急」に努めます。

918

🔴高齢者世帯防火訪問事業（H23～）
消防職・団員による住居訪問を行い，火災による高齢死傷者の減少を図るとともに，安心情報カードの活用によって，迅速・的確な救
急初動体制の確立を図ります。

400

🔴地域防火指導推進事業（H23～） 各地区年１回以上の防火指導を行うことにより，市民間の連携強化と防火意識の高揚を図り，災害に強いまちづくりを推進します。 879
🔴予防査察充実事業（H16～） 各種施設等の査察を計画的に実施するとともに，時々の災害事例によって特別計画を立案・実施し，違反施設の是正を推進します。 200
🔴火災予防広報推進事業（H16～） 火災予防等に関する話題の広報，防火防災指導などにより，市民への防火思想の普及を図ります。 903
🔴幼・少年期における防火・防災思想育成事業（H16～） 幼・少年期における，防火・防災思想の育成により，弄火火災や，小児期の事故防止を図ります。 772
🔴職域・地域消防力強化事業（H16～） 各事業所及び各地域において結成する自衛消防隊の編成，活動の指導を推進し，自助・共助による職域・地域防災力の強化を図ります。 752
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◆江田島市総合戦略の事業（第２次江田島市総合計画具体的施策） 資料２－２

目指すべき
将来の方向

金額

🔴防犯外灯ＬＥＤ化リース事業（H26～Ｈ36） ＬＥＤ化した江田島市内の防犯外灯を適正に管理し，夜間の安全性を高めるとともに，消費電力を抑えます。 38,500

🔴防犯カメラ設置事業（H24～Ｈ28）
江田島市内の主要港や交差点に防犯カメラを設置し，犯罪の起こりにくい地域環境づくりや認知症となった高齢者の見守り活動に役立
てます。

2,388

🔴防犯対策事業（H16～） 市防犯連合会や警察等と連携し，防犯パトロールや犯罪や防犯に関する啓発活動を積極的に実施し，防犯意識の高揚を図ります。 4,000
🔴交通安全対策事業（H16～） 市交通安全協会や警察等と連携し，子供から高齢者まで交通安全意識の啓発活動を実施します。 6,257
🔴消費生活相談事業（H22～） 江田島市消費生活相談窓口に，専門的な知識のある嘱託員を配置し，消費者被害の防止に努めます。 6,000
🔴消費生活啓発事業（H22～） 市のホームページや広報誌，パンフレット等を活用した情報提供に努めるとともに，出前講座を実施し消費者啓発に努めます。 500
🔴生活排水路整備事業（H８～） 低地帯の排水路を整備し，雨水を速やかに排水して浸水被害の軽減を図り，生活環境の改善を図ります。 52,000
🔴急傾斜地崩壊対策事業（H16～） 急傾斜地の崩壊を防止する法枠・吹付工等を整備し，がけ崩れ等による民家への被害軽減を図ります。 115,000
🔴法定外公共物（河川）の改修補助（補助率9/10）（H16～） 法定外公共物である河川（小水路）を地元施工で改良工事等を行った場合に補助金を交付します。 32,000
🔴雨水ポンプ場長寿命化事業（H26～） 雨水ポンプ場の長寿命化計画を策定し，保全・改修を計画的に実施します。 140,800
🔴県営砂防事業（H23～） 県営事業で砂防ダム（堰堤）や流路の整備を行い，土石流等による民家への被害軽減を図ります。 368,276
🔴海岸保全事業（県事業負担金1/10）（H16～） 高潮・台風時の越波による浸水被害を防止する護岸・消波ブロック等を整備します。 17,000

🔴市営住宅建設事業（H22～）
住宅を取り巻く状況を踏まえながら市営住宅の除却，建替えを行なうほか，耐用年数の半数が過ぎた住宅を対象に住戸改修等を行いま
す。

273,700

🔴危険家屋除却事業（H25～） 木造で老朽化した危険家屋の所有者等に対し，家屋の除却費用の一部を補助します。 15,000
🔴木造住宅耐震診断事業（H25～） 旧耐震の木造住宅の所有者等で，耐震診断を希望する者に，市が業者を派遣して耐震診断を行います。 10,000
🔴木造住宅耐震改修補助事業（H26～） 木造住宅（旧耐震）の耐震化促進のため，所有者が行う耐震改修に対して，その費用の一部を補助します。 15,000
🔴耐震改修促進計画改訂事業（H28） 江田島市の耐震施策の基本的な方向性を示す次期計画を策定します。 3,000
🔴市民参加型公園管理事業（H19～） 地元自治会に公園の清掃及び除草等の管理運営を自発的に行ってもらう市民参加型のいきいき公園づくり事業を推進します。 26,000
🔴公園緑地管理・活用計画策定事業（H26～） 地域・地区の実情や土地条件等を踏まえながら公園緑地の見直しを図り，管理・活用計画を策定します。 2,226

🔴公園整備事業（H28～）
市有地を活用し誰もが利用できる市の公園の中核として整備を行い，江田島市外からの利用者増にも繋げるとともに，公園施設の整
備・更新などを計画的に進めます。

80,000

🔴公共施設再編・整備事業（H25～31） 市民の満足度を高めながら，安全な公共施設と健全な財政を次世代に引き継いでいくため，施設の再編・整備に取り組みます。 500,000
🔴庁舎再編・整備事業（H26～29） 既存庁舎を活用した分庁方式による再編・整備に取り組みます。（市民センター整備を含む。） 1,423,426
🔴未利用施設処分事業（H25～） 未利用・不要施設の解体・処分を行います。 250,000
🔴敷地等整理事業（H28～） 敷地の整理を行い，残すべき施設の敷地が借地等であれば，購入を検討します。 180,000
🔴江田島市公共無線ＬＡＮ整備事業（H27～） 来庁者の利便性向上などを目的として，公衆無線ＬＡＮ環境の整備に取り組みます。 9,052
🔴タブレット端末整備事業（H27～） 議会で使用する議案等の資料を電子化し，タブレット端末を用いて閲覧する仕組みを導入します。 24,917
🔴外部向けストレージ整備事業（H27～） セキュリティーを保持したまま，江田島市内外からデータを受渡すことができるよう，外部向けのストレージを創設します。 3,200

🔴江田島市企業移転支援事業（H27～）
江田島市外からの企業移転を促進し加入者の裾野を広げるため，光回線を活用した企業の移転に対し，光回線の回線費用を補助する制
度を創設します。（５年後に効果検証）

925

🔴江田島市起業者支援事業（H27～）
江田島市内外からの起業者受け入れを促進し加入者の裾野を広げるため，光回線を活用する起業に対し，光回線の回線費用を補助する
制度を創設します。（５年後に効果検証）

925

🔴江田島市新難視共聴組合施設移設費用補助金事業（H26～） 組合の都合によらない配線ルートの変更等による費用負担が発生していることから，補助金制度を創設し対策を行います。 540

🔴情報発信戦略の検討（H27～）
「江田島市情報発信戦略」の検討を行い，より効果的な情報発信が行えるよう，手段・内容の整理や体制づくりを検討します。[非予
算]

0

🔴魅力ある観光地づくり事業（再掲）（H27～）
江田島市内の観光やサイクリング目的での来訪者に対して，小用・切串・中町・三高港の待合施設に無料のWiFiを提供し，観光情報等
を発信するための施設整備を行う。

9,000

🔴市高速船公設民営化事業（H27～） 平成27年年度から公設民営方式により民間で運航します。 15,000

🔴市公共交通協議会事業（H22～）
海上交通及び陸上交通において，効率的かつ効果的な地域公共交通サービスの提供を図るため，市民や事業者などと協議・調整し，必
要な取組や支援を行います。（おれんじ号運行，地域公共交通網形成計画の策定，シンポジウムの開催など）

114,716

🔴生活航路対策補助事業（H26～） 広島県生活航路維持確保対策事業の対象航路に対し，赤字部分の補助を行います。 112,000
🔴市営船の更新（H28～） 市が所有している船舶について，老朽化の状況に応じて更新を行います。（時期は指定管理者と協議） 800,000
🔴交通魅力アップ事業（H27～） 交通事業者やまちづくり団体などが実施する公共交通の利用促進や利便性向上につながる取組を支援します。 20,500
🔴生活交通路線維持費補助金事業（H16～） 生活交通路線として必要なバス路線の運行の維持等を図るため，赤字部分を補助し，市民の生活交通手段を確保します。 245,000
🔴広域生活交通路線確保維持費補助金事業（H25～） 生活交通路線として必要なバス路線の中で合併前の町をまたがり，基準を満たした路線に対し補助し，市民の生活交通手段を確保します。 26,500
🔴路線バスの更新補助（H28～） 江田島バス㈱が所有している路線バスについて，老朽化に伴う計画的な更新に対して一部補助を行います。 40,000

🔴市公共交通協議会事業（再掲）（H22～）
海上交通及び陸上交通において，効率的かつ効果的な地域公共交通サービスの提供を図るため，市民や事業者などと協議・調整し，必
要な取組や支援を行います。（おれんじ号運行，地域公共交通網形成計画の策定，シンポジウムの開催など）

114,716

🔴交通魅力アップ事業（再掲）（H27～） 交通事業者やまちづくり団体などが実施する公共交通の利用促進や利便性向上につながる取組を支援します。 20,500
🔴自治会連合会補助金（H16～） 良好な地域社会の維持及び活性化に資する地域的な協働活動を支援します。 71,360
🔴市女性会連合会補助金（H17～） 地域社会のニーズに応じた福祉社会の実現を図るための活動を支援します。 5,502
🔴コミュニティ助成事業補助金（H22～） 地域コミュニティ活動に必要な備品の整備を行い，地域コミュニティ活動の充実・強化を図ります。 63,300
🔴まちづくり団体支援補助金（活動事業・地域提案型事業）（Ｈ25～） 地域が連携・協力しあって活動するまちづくり協議会や各種団体の活動を支援し，地域の活性化を推進します。 31,200
🔴まちづくり関連施設の管理運営（Ｈ22～） 地域活動の拠点となる機能集約施設の管理運営を行います。 25,160
🔴まちづくり団体支援補助金（活動施設整備事業）（Ｈ22～） まちづくり協議会の事務所に配置する備品の購入に係る経費の一部を補助します。 5,000

12,288,202

19,046,730総計

合計

①住宅・住環境の整備

②公園緑地の整備

③公共施設の再編・整
備生活基盤

の整備

②地域活動拠点の整備

①自治会等の地域活動
への支援コミュニ

ティの振
興

④情報通信基盤の整備

①海上交通の確保

②バス等の確保

生活交通
の確保

①防犯・交通安全の確
保

暮らしの
安全確保

対応する政策分野・基本施策 具体的な施策の詳細

④市民満足
度が高く，
時代に即し
た「住み続
けたいま

ち」をつく
る

①防災対策（河川・急
傾斜地）

都市基盤
の整備

②消費者行政の充実

5


