
【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。

２ 令和２年度予算の規模・構成

令和２年度一般会計当初予算は，158億2,000万円で，対前年度比14億6,500万円の減（▲8.5％）となり，2年ぶりに

減少しました。

歳出の性質では，人件費や補助費などが増加するものの，普通建設事業費や物件費などが減少し，総額は大きく

減少しています。

令和２年度の一般会計予算は，昨年度に引き続き，平成30年7月豪雨災害の災害復旧に取り組むとともに，子育て

世代のサポートや市民主体の活動の支援，文化の振興など，暮らしやすいまちづくりに向けた予算としています。ま

た，本市において最も重視すべき課題である人口減少傾向の改善を図るために必要な事業にしっかりと投資するな

ど，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います。

１ 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

令和２年度

江田島市当初予算案の概要

※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，教育費の順となっています。

性質別では，義務的経費が全体の45.6％，投資

的経費が14.7％，その他経費が39.7％となってい

ます。

【会計別総括表】 （単位：百万円）

区 分 R２年度 R元年度 増減額 伸率 %
一般会計 15,820 17,285 ▲1,465 ▲8.5 
特別会計 8,019 8,015 4 0.0 
企業会計 3,409 3,019 390 12.9 
合 計 27,248 28,319 ▲1,071 ▲3.8 

※ 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15.5％となって

います。依存財源である地方交付税が全体の39.1％を占

めています。

■ 自主財源（30.8％）

市税や分担金・負担金，使用料・手数料，繰入金など

■ 依存財源（69.2％）

地方交付税や国・県支出金，市債など

３つの重点テーマ

３ 災害復旧事業

平成30年7月豪雨の災害復旧は，被災直後から市民や市内

外からのボランティア及び関係機関等の御協力により，道路

等を覆う土砂等の撤去など，復旧に努めてまいりました。

令和元年度から本格的に復旧工事に取り組んでいるところ

です。しかしながら，被災箇所数の多さや復旧を始めて判明し

た被害の実態に伴う工法の変更などにより，依然として，復旧

が完了するまでには時間を要する状況です。

引き続き，1日も早い復旧・復興に向けて取り組んでまいりま

す。

● 会計別予算規模の推移

歳出構成
（目的別）

72億1,830万円

義務的経費

(45.6%)

23億1,673万円

投資的経費

(14.7%)

62億8,497万円

その他経費

(39.7%)

を
築く暮らし

あたたかな

【参考】住民基本台帳人口（R2.1.1現在）：22,932人（うち外国人市民人口：783人）

災害復旧事業（豪雨災害関係） （単位：千円）

区　分 R2への繰越予算 R2当初予算
豪雨災害関係
実施予定額

土木施設 488,168 445,800 933,968

公園施設 0 17,522 17,522

小　　計 488,168 463,322 951,490

水道事業 0 22,527 22,527

下水道事業 0 9,200 9,200

合　　計 488,168 495,049 983,217

予 算

歳出構成
（性質別）

48億7,852万円

自主財源

(30.8%)

依存財源

109億4,148万円

(69.2%)

歳入構成

災害関連事業 （単位：千円）

区　　分 R2当初予算
ポンプ場遊水池堆積土浚渫工事　外 158,201
排水機場遠隔監視装置設置　外 6,190
急傾斜地崩壊対策事業 35,500
被災者見守り・相談支援事業委託　外 2,089
その他 59,316

合　　　計 261,296

区　　分 R2への繰越予算

49,596

農地再生特例交付金 1,526
災害関連急傾斜地崩壊対策事業県負担金 10,000
その他 62,261

合　　　計 123,383

都市下水路維持管理事業（ポンプ場遊水池
浚渫　外）



４ 主要施策（第２次江田島市総合計画の施策体系） 抜粋

● その他事業

… 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～ （続き）

（５） 安全・安心 ～災害に強く，安心して暮らせるまち～

（６） 基盤 ～しっかりとした基盤を備えたまち～

（７） 地域 ～地域が元気で，にぎやかなまち～

（４） 生活・環境 ～生活と環境を守り，高めるまち～

・ 防災協力事業所登録事業 194 千円

・ 防災資材購入事業 5,908 千円

・ 防災訓練事業 3,516 千円

・ 排水施設遠隔監視装置整備事業 2,640 千円

・ 消防署での住民票等交付事業 50 千円

休日，夜間に住民票の写し等を交付する。

災害に強いまちづくり・安全安心なまちづくりを推進するため，総合防災訓練を実施する。

防災資材の補充・整備を行い，災害時の被害等の軽減を図る。
地域防災力の向上のため，市民貸与用の防災資材を備蓄する。

大規模災害時に事業所等の人的・物的資源の提供による防災協力体制を図るため，地域の防災活動に協力意
欲のある事業所等を，防災協力事業所として登録する。

①■防災事業

②■防災訓練事業

④■消防総務一般管理事業

農業用排水施設に遠隔監視装置を設置し，災害の未然防止を図る。

③■農業施設用施設維持管理事業

新

新

新

・ 小中学校学力調査事業 1,165 千円

・ 学校施設長寿命化計画策定事業 6,121 千円

・ 小学校トイレ改修事業 17,897 千円

・ ふれあいコンサート事業 1,143 千円

・ ふるさと再発見事業 6,693 千円

・ ふるさと古写真集発行事業 （1,704） 千円

・ 民俗文化財継承事業 （1,350） 千円

・ パラリンピック聖火の採火式 463 千円

・ マラソン大会補助 3,800 千円

地域で古くから引き継がれてきた民俗文化財を後世に伝えるための活動に対し，補助を行う。

これまで収集してきた古写真を整理し，写真集を発刊する。

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。
引き続き，海上自衛隊第一術科学校教育参考館の収蔵品を特別展示する。
古写真展で要望のあった，古写真集を発刊する。

本物の芸術に触れる機会を提供するため，プロ音楽家によるコンサートを開催する。

小学校トイレの洋式化への改修を行う。また避難所となる学校施設の環境整備を図る。

学校施設の中長期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減及び予算の平準化を図るため，長寿命化計画を
策定する。

小・中学校において，学力実態を把握するとともに，児童生徒の課題を分析し，より効果的な学力向上の取組を推
進するため，学力調査を実施する。

ＭＩＫＡＮマラソン，かきカキマラソンの開催を支援する。

県内の全市町が今年開催されるパラリンピック聖火の採火イベントを実施する。

①■学校教育振興一般事業

②■小学校施設整備事業

③■文化・芸術振興事業

④■文化財保存・保護・活用事業

⑤■スポーツ推進事業

承縁

新

新

新

新

新

新

新

承縁

承縁

（1） 教育・文化 ～人が育ち，輝くまち～

・ 農水産物のブランド化・PR・販路拡大事業 84 千円

・ 有害鳥獣防除用施設設置事業補助金 6,300 千円

・ オリーブ振興事業委託 3,760 千円

・ オリーブ振興協議会補助金 5,500 千円

オリーブ栽培の産業化や普及促進を図るための補助金

・ 漁場環境保全創造事業（県営） 25,500 千円

・ 集中放流事業（県負担金） 1,060 千円

・ 江田島市がんばりすと応援事業 6,000 千円

・ しごとの場創出事業 5,137 千円

・ 「えたじま ものがたり 博覧会」等事業 20,000 千円

・ 広島広域都市圏産業振興研究会観光振興部会負担金 300 千円

・ せとうち広島デスティネーションキャンペーンの展開 350 千円

・ 江田島市新ホテル周辺駐車場整備事業 87,267 千円

・ 魅力ある宿泊観光関連施設整備事業 509,291 千円

②■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。令和元年度から住宅地等の防除について対象を拡大した。

広島中央地域連携中枢都市圏内の農水産物のPRの一環として，農水産物や直売所などを紹介するガイドマップ
を作成する。

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。

官民あげて本市の観光振興に取り組む観光戦略チーム「一歩」のアイデアが活かされた観光コンテンツを集め，
「えたじま ものがたり 博覧会」を開催する。

広島広域都市圏の島しょ部の市町が一体となって瀬戸内の島々で遊び学ぶための仕組みづくりを構築する。

JRグループが行うキャンペーンに参加し，広域エリアでの集中宣伝を行うとともに，特別ツアー等を実施する。

本市の観光拠点となる新ホテルの建設・開業に向けた補助を行う。
また新ホテル開業に併せ，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。

県と連携した集中放流を実施するに当たり，必要な育成環境（増殖場）を県営事業で整備する。

栽培漁業資源推進のため，県営事業で集中放流事業を実施する。

市内で起業，又は新分野への進出や地域特産品の開発及びブランド化等を推進する生産者，生産団体，関連団
体，中小企業及び個人を応援する。

サテライトオフィス等の誘致促進のため，誘致戦略の策定と補助制度を整備し，効果的な誘致活動を行う。

新ホテル周辺の駐車場整備を行う。

⑧■観光施設維持管理事業

①■農業振興事業

③■オリーブ振興事業

④■水産業振興対策事業

⑤■商工業振興事業

⑥■しごとの場創出事業

⑦■観光振興事業

⑨■魅力ある宿泊観光関連施設整備事業

定縁

交縁

拡

交縁

新

新

新

拡

交縁

交縁

新

新

交縁新

・ シルバー人材センター補助金 13,639 千円

・ ファミリーサポートセンター開設準備事業 250 千円

・ 子育て世代包括支援センター周辺整備工事 10,000 千円

・ 病児・病後児保育事業 3,000 千円

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。

・ 妊産婦支援事業 774 千円

・ 妊婦健康診査交通費等助成 1,841 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～ 11,123 千円

ファミリーサポートセンター開設に向け，受け入れ態勢整備のため，研修費補助を行う。

快適で健やかな子育て環境の整備のため，子育て世代包括支援センター周辺に広場等を整備する。

妊産婦とその家族が心身の健康の保持増進を図り，安心して出産や育児に臨めるよう，サポートする。

妊婦健康診査受診時の交通費等を助成する。

①■高齢者在宅福祉事業

シルバー人材センターの活動に対し，補助する。

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。

③■病児・病後児保育事業

④■母子健康診査事業

⑤■介護保険（保険事業勘定）特別会計・一般介護予防事業

②■子育て支援センター運営事業

新

承縁

新

新

（３） 福祉・保健 ～健康で安心して暮らせるまち～

（２） 産業・観光 ～元気な産業・観光を生み出すまち～

・ 第3次江田島市地球温暖化対策実行計画策定業務 3,735 千円

・ 合併浄化槽設置補助金 21,740 千円

市の事務・事業における温室効果ガス排出量及び市全域の温室効果ガス排出量の算定を行うための実行計画を
策定する。

下水道計画区域外等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

拡

・ 家庭一般廃棄物収集運搬事業 307,268 千円

・ 里山林整備事業 4,200 千円

里山林に親しむため，野登呂山（宇根山）から砲台山（三高山）をつなぐ登山道の整備を行う。

ゴミ等の収集業務とともに，ゴミの資源化や環境保全の推進を図る。

②■家庭一般廃棄物収集運搬事業

③■ひろしまの森づくり事業

・ 江田島市応援隊事業 265 千円

・ 体験型修学旅行受入事業 7,297 千円

・ まちづくり団体支援補助金 21,350 千円

・ 地域おこし協力隊事業 28,853 千円

・ 外国人市民交流事業 11,412 千円

④■地域おこし協力隊事業

⑤■外国人市民交流事業

都市部在住の意欲ある人材を「地域おこし協力隊」として登用し，地域の課題解決や活性化を図る。

③■まちづくり推進事業

①■企画調整事業

②■体験型修学旅行受入事業

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）

江田島市と縁のある人を掘り起こし，関連性を深めるための応援組織を結成する。

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。

多文化共生社会の実現に向け，外国人市民との交流イベント等を実施する。

交縁

交縁

交縁

新 交縁

・ クラウド本棚の導入 484 千円

・ 職員研修の充実 7,950 千円

・ 広報紙等デジタルブック化事業 495 千円

・ 市有財産販売促進事業 724 千円

・ 土地・家屋台帳履歴管理及びGIS連携システム構築事業 5,071 千円

②■人事管理事業

③■広報広聴事業

⑤■課税一般事業

①■議会運営事業

膨大な資料をクラウドで管理・共有することで，議会活動の更なる活性化などを図るため，タブレット端末にクラウド
本棚のアプリケーションを導入する。

「高い目的意識と周囲をひきつける熱量」を持った職員を育成し，市民から信頼される行政を構築するため，職員
研修の充実に取り組む。

市有財産の売却促進のため，販売促進用チラシを作成し，新聞折り込みによる広報を行う。

④■公共施設再編整備事業

法務局の登記情報システムの更改に併せ，土地・家屋登記履歴管理システムを追加し，固定資産業務システム
との連携を図る。

市ホームページに掲載した広報紙などの読み上げ機能や多言語化できる機能を持つアプリを導入する。

新 交縁

新

新

新

・ 公共施設再編整備事業 253,651 千円

・ 生活交通維持費補助金 60,500 千円

・ 道路維持管理事業 177,802 千円

・ 河川維持管理事業 27,666 千円

・ 急傾斜地崩壊対策事業 25,500 千円

・ 三高地区整備事業 64,199 千円

・ 中町雨水排水センター更新事業 110,000 千円

・ 空き家等対策推進事業 5,250 千円

・ 空き家活用モデル事業 4,700 千円

①■公共施設再編整備事業

急傾斜地の崩壊対策工事を行う。

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。

中町雨水排水センターの施設の適正な維持・更新を行うため，修繕・改修工事を行う。

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

空き家の適正管理，活用及び除却において，それぞれの課題解決に向けた各種補助を行い，不適正管理の空き
家の減少を図る。

⑤■急傾斜地崩壊対策事業，急傾斜地崩壊対策事業県負担金

⑥■港湾維持管理事業

⑦■排水機場維持管理事業

⑧■住宅政策事業

市内の河川・排水路の維持改良を行う。

②■生活交通維持対策事業

③■道路維持管理事業，県道維持管理事業（事務委任分）

④■河川維持管理事業，特定防衛施設周辺整備調整交付金事業

「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。

路線バスの運行に要する経費を補助する。

市道の維持管理及び橋りょうの補修を行う。定期的な橋りょう点検を行う。

定縁

交縁

拡

新


