
【主な取組項目】

① 地域のつながりによる健康づくりの促進

② 地域介護予防活動への支援

③ 高齢者の活躍の場の確保

④ 疾病の予防や早期治療

⑤ 高齢者が安心して暮らせる仕組みづくり

健康寿命の延伸

市民の皆様が元気でいきいきと暮らす,「健康

寿命」日本一の江田島市を目指します。

３ 平成３１年度予算の規模・構成

平成31年度一般会計当初予算は，172億8,500万円で，対前年度比15億8,500万円の増

（10.1％）となり，2年ぶりに増加しました。

平成30年7月豪雨災害に対する災害復旧費を編成し，平成30年度繰越予算と併せ，早期復旧・

復興に努めてまいります。

また，本市における人口減少の改善を図るために必要な事業にも引き続き投資するなど，「人口減

少」という最も重視すべき課題に果敢に挑戦し，住む人も，訪れる人も「『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予算としております。

２ 江田島市の現状

「『ワクワクできる島』えたじま」への挑戦 ～

～ 人口減少の改善を図り，住む人も，訪れる人も

平成３1年度

江田島市当初予算案の概要

【参考】住民基本台帳人口（H31.1.1現在）：23,501人（うち外国人市民人口：713人）

※今後も減少傾向で

推移する見込み

人口減少

【歳出予算】
歳出予算の目的別では，民生費，総務費，公債

費，消防費の順となっています。

性質別では，義務的経費が全体の40.8％，投資

的経費が24.7％，その他経費が34.5％となってい

ます。

【会計別総括表】 （単位：百万円）

区 分 H31年度 H30年度 増減額 伸率 %
一般会計 17,285 15,700 1,585 10.1 
特別会計 8,015 8,053 ▲ 38 ▲0.5
企業会計 3,019 3,215 ▲196 ▲6.1
合 計 28,319 26,968 1,351 5.0 

※ 端数処理をしているため，合計額と一致しない場合があります。

【主な取組項目】

① 観光客の確保によるしごとづくり

② 廃校施設跡地などを活用した企業誘致

③ 農業・漁業の担い手確保

④ 起業・創業の促進

⑤ しごとと人のマッチング

しごとの創出

将来を支える若い世代が，江田島市に住み

続けるための「しごと」を創ります。

【主な取組項目】

① 通学費等の子育て世代の負担軽減

② 安心な保育･子育てｻｰﾋﾞｽの提供

③ 豊かな教育の提供

④ 次世代を担う子どもの誕生の応援

⑤保育・教育環境の整備

子育てしやすい環境づくり

「江田島市で子育てしたい」と感じることが

できるような，安心で魅力的な子育て環境を

構築します。

【歳入予算】
歳入予算のうち，自主財源である市税は14.5％となって

います。依存財源である地方交付税が全体の36.2％を占

めています。

■ 自主財源（26.4％）

市税や分担金・負担金，使用料・手数料，繰入金など

■ 依存財源（73.6％）

地方交付税や国・県支出金，市債など

３つの重点テーマ

１ 災害復旧事業

平成30年7月豪雨災害に対する災害復旧費を編

成し，平成30年度から平成31年度への繰越予算と

併せ，1日も早い復旧・復興に向けて取り組みます。

また，豪雨への備えとして，豪雨災害時に氾濫した

河川への監視カメラの設置や，ポンプ場周辺遊水池

の浚渫工事などにも取り組みます。

● 会計別予算規模の推移

災害関連事業 （単位：千円）

区　　分 H31当初予算
河川への監視カメラの設置 3,538
排水ポンプ，ゴムボートの整備 2,159
ポンプ場遊水池堆積土浚渫工事　外 55,404
被災者見守り・相談支援事業委託　外 6,867
その他 87,868

合　 　計 155,836

災害復旧事業（豪雨災害関係） （単位：千円）

区　分 H31への繰越予算 H31当初予算
うち豪雨災害関係

実施予定額

農林水産業施設 258,000 0 258,000
土木施設 1,303,410 543,244 1,846,654
その他施設 11,471 10,700 22,171

小　　計 1,572,881 553,944 2,126,825

水道事業 194,214 0 194,214
下水道事業 24,000 4,000 28,000

合　　計 1,791,095 557,944 2,349,039

歳入構成 歳出構成
（目的別）

127億2,894万円

依存財源

(73.6%)

歳出構成
（性質別）

区　　分 H31への繰越予算

全半壊家屋等撤去処分費委託 102,485
農地再生特例交付金 11,000
地がけ関連急傾斜地崩壊対策工事 45,000
その他 122,996

合　 　計 281,481

【安心・変革 予算】

70億5,260万円

義務的経費

(40.8%)

42億7,349万円

投資的経費

(24.7%)

59億5,891万円

その他経費

(34.5%)



４ 主要施策（第２次江田島市総合計画の施策体系） 抜粋
… 縁のある人の定着促進定縁… 交流促進による縁づくり交縁 … 次代への縁の承継承縁

:新規事業新 :制度拡充等分拡

（４） 生活・環境～生活と環境を守り，高めるまち～

・ 学割パス事業（通学定期券購入補助金） 28,400 千円

・ 大柿高等学校魅力化コーディネーターの配置 3,242 千円

・ 大柿高等学校魅力化事業補助金 9,737 千円

・ 大柿高等学校活性化補助金 2,300 千円

・ スクールバス運行委託 29,000 千円

・ 通学バス定期補助金 16,421 千円

・ 切串小学校校舎大規模改修事業 347,968 千円

・ 図書館活用推進事業 5,838 千円

・ 江田島市総合運動公園改修整備事業 11,839 千円

・ 地場産品導入事業 2,000 千円

④■小学校施設整備事業

児童が安全で快適な学校生活を行うことができるよう，老朽化している切串小学校校舎の大規模改修

を行う。

①■定住促進通学費支援事業

江田島市を発着点とする公共交通機関（船舶及びバス）の通学定期券を割引して販売する事業者に

対して補助する。

②■大柿高等学校サポート事業

学校統合により遠距離通学となった児童・生徒の通学手段確保のため，スクールバスの運行及び路

線バス定期代を補助する。

大柿高等学校の存続に向け，更なる教育環境の充実を図るため，地域学の学習支援を行う。

大柿高等学校の活性化を図るため，公営塾の運営や通学支援のための路線バス定期代の補助及び

県内外生徒の下宿に要する経費を支援する。

大柿高等学校の活性化を図るため，魅力化コーディネーターを配置し，魅力発信を支援する。

③■通学支援事業

⑥■スポーツ施設管理運営事業

市のスポーツ拠点となる江田島市総合運動公園のテニスコートを改修する。

⑤■図書館管理運営事業

⑦■給食センター管理運営事業

図書館利用者の利便性を図るため，各市民センター窓口などへの返却を可能とする。併せて，施設

のトイレの洋式化改修を行う。

「食」を通して，地域への愛着や誇りを育むことをテーマに，学校給食において，地元産品の活用を行

う。

承縁

新

拡

拡

拡

承縁

承縁

承縁

新

（1） 教育・文化～人が育ち，輝くまち～

・ 定住促進奨学金返還支援事業補助金 23,400 千円

・ 手話通訳支援事業 2,515 千円

・ 認定こども園のうみ新築工事（継続費） 506,858 千円

・ 特色ある保育事業 200 千円

・ 楽しく学ぶ英会話事業 2,780 千円

・ 切串保育園移転事業 20,796 千円

・ 子育て世代包括支援センター開設 8,326 千円

・ 病児・病後児保育事業 3,000 千円

・ 就労準備支援事業 5,000 千円

・ 新生児聴覚検査事業 356 千円

・ 集団健診受診率向上事業 1,100 千円

認定こども園ごとにテーマを定め，人間性を育む教育環境づくりに取り組む。

病児・病後児を澤医院に併設された専用スペースで一時的に保育する。

生活困窮者のうち，一般就労に従事する準備としての基礎能力の形成を支援することで，生活保護と

ならないよう自立を支援する。

①■定住促進奨学金返還支援事業

②■障害者地域生活支援事業

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。

聴覚障害者の来庁時に円滑な意思疎通を図るため，手話通訳者を配置する。

⑧■生活習慣病健診事業

③■保育施設管理運営事業

④■子育て支援センター運営事業

⑤■病児・病後児保育事業

⑥■就労準備支援事業

⑦■母子健康診査事業

老朽化した中町保育園と認定こども園のうみを統合し，移転新設する。

老朽化した切串保育園を，旧切串中学校跡地に移転する。

学校の外国語指導派遣業務と連携し，幼児期に英語に触れる機会を通じ，英語学習に興味を持って

もらう。

妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援・相談を行うなど，総合的な子育て支援を実施する。

聴覚障害の早期発見・療育を図るため，新生児を対象に聴覚検査を実施する。

集団健診の申込を電話・インターネットで予約受付を行う。また電話による受診勧奨を行うことで，受診

率の向上を図る。
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（３） 福祉・保健～健康で安心して暮らせるまち～

・ 健康なまちづくり事業 3,455 千円

・ 介護予防事業の評価・効果検証を通じた健康長寿推進事業 6,367 千円

・ 地域介護予防活動支援事業
　～マイレージポイント付与～

5,606 千円

⑨■国民健康保険特別会計・健康推進事業

⑩■介護保険（保険事業勘定）特別会計・一般介護予防事業

地域における市民の自主的な介護予防活動に対して助成し，社会とのつながりの中でフレイル（虚弱）を予防す

ることにより，地域づくりによる健康長寿を目指す。

市民の健康意識を高め，健康寿命の延伸と医療費の適正化を図るため，ソーシャルキャピタル（人と人とのつな

がり）による市民主体の健康づくりの取組を支援する。

通いの場への出欠やマイレージポイント，体力測定データ等の管理をシステム化する。また，体力測定データと介

護給付費との突合による効果を検証，分析することで，地域包括ケアシステムの深化につなげていく。

新

・ 海岸漂着物等清掃業務委託 4,500 千円

・ 合併浄化槽設置補助金 20,000 千円

・ 里山林資源活用モデル事業 4,000 千円

・ 漁場底質改善事業（かき殻除去） 2,000 千円

下水道計画区域外の水洗化を促進するため，合併浄化槽の設置を支援し，水質の保全を図る。

①■環境衛生一般事業

②■ひろしまの森づくり事業

地域住民団体等が主体となり，里山林のモデル的な保全活動を複数年行う。（ひろしまの森づくり県民

税を活用）

美しい海と海洋資源の保全を図るため，景観及び環境悪化を招く海岸漂着ごみについて，回収・処理
を行う。

③■水産業振興対策事業

漁場環境の維持回復等を図る。

・ 岸根開発可能性調査事業 10,000 千円

・ 広島広域都市圏地域共通ポイント発行事業 310 千円

・ 体験型修学旅行受入事業 7,798 千円

・ まちづくり団体支援補助金 21,650 千円

・ 定住促進事業補助金 3,000 千円

・ 江田島市国際交流協会運営事業 6,217 千円

①■企画調整事業

②■体験型修学旅行受入事業

③■まちづくり推進事業

多文化共生社会を築くため，昨年度設立された「江田島市国際交流協会」について，市民と関係団体

の協力を得ながら，多文化共生社会の実現に向けての施策を推進する。

移住者の住宅支援（物件購入費補助等）を行う。

広島広域都市圏で導入する地域ポイントの発行によりイベントでの誘客など本市のPR活動に活用する。

④■交流定住促進事業

⑤■外国人市民交流事業

旧がんね海水浴場一帯の開発の可能性について調査検討を行う。

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）

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。

新

新

定縁

交縁

交縁

交縁
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（７） 地域～地域が元気で，にぎやかなまち～

・ 有害鳥獣防除用施設設置補助金 6,300 千円

・ オリーブ振興事業委託 3,500 千円

・ サテライトオフィス等誘致促進事業 7,884 千円

・ 観光戦略チームによるプロジェクトの実施 30,000 千円

・ 魅力ある宿泊観光関連施設整備事業 9,937 千円

①■有害鳥獣被害対策事業

有害鳥獣対策用防除施設設置に対する補助金。平成31年度から住宅地等の防除施設設置につい

て対象を拡大する。

②■オリーブ振興事業

オリーブ栽培支援，普及・PRなど，旧地域おこし協力隊に委託し，オリーブ振興を図る。

更新時期を迎えた温泉揚湯ポンプ自動制御盤などを更新する。

③■しごとの場創出事業

④■観光振興事業

⑤■魅力ある宿泊観光関連施設整備事業

市内の廃校舎や空き施設，空き家などを活用し，サテライトオフィス等の開設費用の一部を助成する。

官民をあげて本市観光振興に取り組む観光戦略チーム「一歩」で検討するアイデアを中心に，観光客
増加に有効なコンテンツの事業化に向けた各種支援を行うとともに，観光プロモーションに積極的に取り
組む。

拡
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（２） 産業・観光～元気な産業・観光を生み出すまち～

・ 公共施設再編整備事業 556,058 千円

・ 中町航路指定管理公募アドバイザリー事業 3,000 千円

・ 生活交通維持対策事業費補助金 33,290 千円

・ 三高地区整備事業 161,960 千円

・ 空き家木造住宅耐震化促進事業 700 千円

・ 空き家修繕補助事業 600 千円

・ 空き家活用モデル事業 3,927 千円

②■生活交通維持対策事業

「公共施設のあり方に関する基本方針」に基づき，再編・整備する。

③■港湾維持管理事業・港湾建設事業県負担金・公共施設再編
　整備事業

④■住宅政策事業

本市の玄関口としての港湾施設と地域の交流拠点として，三高港ターミナルと三高交流プラザを一体

的に整備する。

空き家の活用を促進するため，空き家を市が直接借り上げ，改修した後に希望者へ貸し出す。

空き家を修繕して居住又は空き家バンクに登録していただける人を対象に，空き家を修繕するための

費用の一部を助成する。

耐震改修設計を対象に拡大し，木造住宅（旧耐震）の耐震化促進を図る。

バス利用者の利便性向上を図るため，ICカードシステムの導入費用を助成する。また，バス事業者の

体制強化のため，役員及び事務員の採用にかかる費用を補助する。

中町航路の指定管理者更新に向け，公募条件の設定及び船舶更新の必要性について検討するた

め，専門機関に業務委託する。

①■公共施設再編整備事業

新

新
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（６） 基盤～しっかりとした基盤を備えたまち～

・ 防災情報監視システム事業 3,538 千円

・ 消防庁舎建設工事（継続費） 1,099,348 千円

・ 高機能消防指令センター整備事業（継続費） 146,788 千円

・ 豪雨対策設備の整備 2,159 千円

豪雨災害に備え，排水ポンプ，ゴムボートを消防団に整備する。

②■消防庁舎建設事業

③■消防団活動事業

消防本部（署）庁舎建設に併せ，老朽化している高機能消防指令センターを整備更新する。

消防本部（署）庁舎及び能美出張所庁舎の建替工事を行う。

①■防災事業

平成30年7月豪雨災害で氾濫した河川に監視カメラを設置する。

拡

（５） 安全・安心～災害に強く，安心して暮らせるまち～


