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● U・I ターン等の支援

交流定住促進事業
654 万円＊ショートステイ ( 体験 ) ツアー業

　務委託など

●地域の特色を生かした観光資源の整備・活用とフ
　ィールド・ミュージアムづくり
交流定住促進事業
　滞在型観光促進事業

360 万円

水土保全林整備事業
　林道大須線

4,510 万円

まちづくり推進事業 158 万円

●観光振興体制の強化

商工業振興事業 1,191 万円

観光振興事業 1,990 万円

●基礎・基本の確実な定着と確かな学力の育成

国際教育事業 1,004 万円

学校教育振興一般事業 2,970 万円

●教育環境の整備

＊江田島小学校新築事業 4 億 7,320 万円

江田島中学校新築事業 5 億 1,942 万円

＊通学支援事業
　スクールバス運行委託など
　＊スクールバス購入

3,828 万円

●家庭・地域が連携した教育力の育成

青少年育成事業 282 万円

市民スポーツ振興事業 650 万円

●子どもを安心して産み育てられるまちづくり

母子保健事業 1,090 万円

＊子育て支援センター運営事業 1,130 万円

＊次世代育成支援対策推進事業 235 万円

●農業生産基盤・生活環境基盤の整備と農地の有効活用

有害鳥獣被害対策事業 1,406 万円

遊休農地解消事業 206 万円

中山間地域総合整備事業
　農業用排水路・農道・ため池・農
　業集落道などの整備

3,919 万円

基盤整備促進事業
　農道佐古線

1 億 7,150 万円

畑地帯総合整備事業 1 億 4,774 万円

●漁場環境の再生とつくり育てる漁業の推進
水産業振興施設整備事業
　＊中町漁船巻揚施設新設

1,951 万円

漁業施設整備事業
　広域漁港整備事業 ( 柿浦漁港 ) ほか

9,049 万円

●漁業経営の安定化
水産業施設維持管理事業 1,960 万円
水産業振興対策事業 1 億 8,035 万円

●骨格的な道路網の整備促進

県道改良事業 4,710 万円

道路整備事業県負担金
　県道高田沖美江田島線ほか

727 万円

●地域内道路網のネットワーク形成

特定防衛施設周辺整備調整交付金事業
　市道大新開江口線道路改良ほか

2,363 万円

石油貯蔵施設立地対策交付金事業
　市道才越１号線道路改良工事

850 万円

●港湾の計画的な整備・充実と魅力づくり

港湾建設事業県負担金
　大柿鹿川港海岸（高潮 ) 事業ほか

1 億 2,218 万円

●日常生活と交流を支える海上交通の充実・強化

生活交通維持対策事業
　海上交通ビジョン推進

148 万円

●バス路線の確保・充実

生活交通維持対策事業
　生活交通路線バス補助金
　＊公共交通利用実態調査委託

1 億 1,252 万円

●市民の健康づくり意識の高揚と活動支援

生活習慣病健診事業 1,779 万円

福祉医療費 2 億 0,324 万円

●要介護高齢者などへの総合的なサービス提供

老人保護措置事業 2,200 万円

後期高齢者広域連合分賦金 1,651 万円
＊療養給付費負担金
　＊後期高齢者医療費負担金

3 億 8,794 万円

●高齢者がいきいきと暮らせる環境づくり

高齢者福祉一般事業 5,149 万円

在宅高齢者福祉事業 2,000 万円

●障害者の生活支援などの充実

障害者福祉事業
＊障害者福祉計画第２期計画策定事業

2,365 万円

障害者自立支援事業 4 億 0,506 万円

●地域ぐるみで支え合う福祉社会の形成
社会福祉一般事業
　＊地域福祉計画策定事業
　＊小地域福祉活動推進事業

4,838 万円

民生委員・児童委員活動事業 1,069 万円

●消防体制の強化
石油貯蔵施設立地対策交付金事業
　＊小型動力ポンプ、＊消防ホース
　など消防施設等の整備更新

3,042 万円

消防車両管理事業
　＊はしご車のオーバーホール

3,830 万円

●救急体制の充実
救急救命活動事業
　＊ストレッチャー掛酸素バッグ　
　＊携帯型減圧弁など

177 万円

●地域ぐるみで取り組む総合的な防災体制づくり
防災事業
　自主防災会設立結成及び防災意識啓発

3,880 万円

●災害に強い都市構造の形成

小規模崩壊地復旧事業 800 万円

＊ひろしまの森づくり交付金事業
　天然林の枯損木・人工林の間伐処理

566 万円

急傾斜地崩壊対策事業 200 万円
道路改良事業 2,550 万円

●安全で快適な交通環境の整備
交通安全対策事業 735 万円

●犯罪等が発生しにくい環境づくり
防犯一般事業 167 万円

●ごみ処理体制の強化

ストックヤード整備事業
　＊ストックヤード施設建設 6,692 万円

＊秋月処分場適正化事業 1 億 0,175 万円

●人権意識の高揚
人権啓発一般事業 860 万円
人権相談事業 30 万円

●人権教育の推進
人権教育啓発事業 230 万円

●情報の公開と市民の意見の把握・反映
広報広聴事業
　広報などの発行

790 万円

●市民参加と協働のまちづくりの推進

まちづくり推進事業 815 万円

在京出身者懇談会事業 65 万円

＊市長選挙ほか選挙費 2,290 万円
＊固定資産税評価替土地路線評価委託 1,953 万円
＊滞納整理システムの導入保守委託 654 万円
公営住宅建設事業
＊新寄濤住宅建設，小用南１号住宅改修 1 億 3,860 万円

大柿支所管理運営事業
　＊大柿支所庁舎解体・駐車場整備工事

5,700 万円 

　特別会計は、後期高齢者医療特別会計の新設と

介護保険特別会計の分割 ( 保険事業と介護サービ

ス事業 ) があり、全部で 11 会計となりました。

　後期高齢者医療制度の創設で老人保健特別会計

予算額が減少し、事業の完了が要因で、特別会計

の予算総額は、94 億４，１６０万円。前年度と比

べて、50 億１，６５０万円（34. ７％）の減とな

っています。

　企業会計の４会計では、収益的支出と資本的支

出の計の総額は 31 億２，６５５万円。前年度と比

べて９，１９７万円（２. ９％）の減となっていま

す。

　企業経営の合理化を進め、経費の削減を図りな

がら、市民生活の向上に努めていきます。

交流と定住のまちづくりプロジェクト

学びと子育て充実プロジェクト

３Ｆ（フルーツ・フラワー・フィッシュ）
を生かした元気づくりプロジェクト

健康・長寿とふれあいのまちづくりプロジェクト

安全・安心と環境共生の島づくりプロジェクト

みんなで支え合う協働のまちづくりプロジェクト

その他

平成20年度に行う
主な事業の一部

（単位は万円・＊は新しい事業）

　本市の総合計画では、「自然との共生・都市との

交流による『海生交流都市』えたじま」を都市像に

掲げ、７つの主要プロジェクトを設定しています。

　今年度の主な事業を、総合計画のプロジェクト別

に紹介します。

会　　　　計　　　　名 当初予算額

公共下水道事業 ( 能美地区 ) 会計 5億7,201万円

交通船事業会計 7億9,375万円

国民宿舎事業会計 3億7,938万円

水道事業会計 13億8,141万円

計 31億2,655万円

会　　　　計　　　　名 当初予算額

国民健康保険特別会計 40億0,500万円

老人保健特別会計 6億1,400万円

後期高齢者医療特別会計 3億9,890万円

介護保険 ( 保険事業勘定 ) 特別会計 30億8,600万円

介護保険 ( 介護サービス事業勘定 ) 特別会計 2,100万円

住宅新築資金等貸付事業特別会計 6,480万円

港湾管理特別会計 4,880万円

漁港管理特別会計 580万円

公共下水道事業特別会計 10億3,150万円

農業集落排水事業特別会計 1億4,540万円

地域開発事業特別会計 2,040万円

計 94億4,160万円

※企業会計予算額は、収益的支出と資本的支出の計

特別会計予算

企業会計予算

特別会計・企業会計予算

◎ともに前年度予算から減

平成20年度　江田島市当初予算決まる

交通と情報の基盤づくりプロジェクト

企業会計の主な事業
○公共下水道事業 ( 能美地区 ) 会計
　管きょ整備工事
　処理場整備工事
○交通船事業会計
　運航形態の改善
　フェリーボート売却
○国民宿舎事業会計
　施設改修
○水道事業会計
　老朽管更新工事


