
２ 令和３年度予算の規模・構成

令和３年度一般会計当初予算は，139億7,000万円で，対前年度比18億5,000万円の減（▲11.7％）となり，2年連

続で減少しています。

歳入では，個人所得の減による市税の減少や災害復旧事業の減に伴う国庫支出金や市債が減少しています。

歳出の性質別では，扶助費が増加するものの，普通建設事業費や災害復旧事業費，補助費などが減少してい

ます。

令和３年度の一般会計予算は，新型コロナウイルス感染症による事業の中止などの教訓を踏まえ，疾病予防

や日常の生活・活動の継続と，経済の活力づくり，新たな暮らしの潮流へ対応する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３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51.1％，投資的経

費が9.1％，その他経費が39.8％となっています。

【会計別総括表】 （単位：百万円）

区 分 R3年度 R２年度 増減額 伸率 %
一般会計 13,970 15,820 ▲1,850 ▲11.7 

特別会計 7,621 8,019 ▲ 398 ▲5.0 

企業会計 3,250 3,409 ▲159 ▲4.7 

合 計 24,841 27,248 ▲2,407 ▲8.8 

※ 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。

【歳入予算】
歳入予算のうち，自主財源である市税は16.8％となっています。

依存財源である地方交付税が全体の44.5％を占めています。

■ 自主財源（25.6％）

市税や分担金・負担金，使用料・手数料，繰入金など

■ 依存財源（74.4％）

地方交付税や国・県支出金，市債など

３つの重点テーマ

平成30年7月豪雨災害は，国から激甚災害の指定を受けるなど，本市においても甚大な被害となりまし

た。令和元年度から本格的に復旧工事に取り組んでおり，令和２年度末には約９５％の工事が完成若しく

は実施中です。

また，令和２年７月豪雨災害は，平成３０年７月豪雨災害の爪痕が残る中で，道路の崩壊やがけ崩れ等

の被害が発生しました。これまで応急的な対応を実施し，令和２年度末から本格的に復旧工事に取り掛か

りました。

令和3年度は，令和2年からの繰越予算により，引き続き復旧・復興に向け取り組んでまいります。

【参考】住民基本台帳人口（R3.1.1現在）：22,356人（うち外国人市民人口：726人）

● 会計別予算規模の推移
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取組による減少傾向の抑制へ

災害復旧事業 新型コロナウイルス感染症対策

令和２年１月に国内での患者の発生が初めて確認され，その後，急速に感染が広がった新型コロナウイルス感染

症は，私たちの日常生活にも大きな影響を与えるとともに，社会のあり方も変えようとしています。日々の生活の中で，

マスク着用や手洗いの実施，密集状況の回避に取り組むともに，ワクチン接種の開始による感染症収束の期待もあり

ますが，収束までには，未だ予断を許さない状況も続くと考えています。

こうした中，「withコロナ」，「afterコロナ」を踏まえ，令和２年度繰越予算により，引き続き，取り組んでまいります。

災害復旧事業（豪雨災害関係） （単位：千円）

区　分 R3への繰越予算 R3当初予算
豪雨災害関係
実施予定額

農林業施設 71,201 0 71,201

土木施設 505,190 11,716 516,906

　繰越予算 180,953 0 180,953
小　　計 757,344 11,716 769,060

水道事業 21,150 1,000 22,150
　土木施設災害復旧工事

　に伴う水道管移設工事 0 8,800 8,800

下水道事業 1,500 4,280 5,780

合　　計 779,994 25,796 805,790

新型コロナウイルス感染症対策（R3実施予定分） （単位：千円）

区　　　分 R3への繰越予算 R3当初予算 R3実施予定額
新型コロナウイルス感染症ワクチン接種関連費用 118,771 0 118,771
プレミアム商品券発行事業 58,500 0 58,500
感染症予防消毒液等（施設管理，事業実施用） 4,500 5,983 10,483
防災倉庫設置工事　外 39,005 0 39,005
サテライトオフィス施設改修工事　外 49,396 0 49,396
その他 21,725 0 21,725

合　　　計 291,897 5,983 297,880
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３ 主要施策（第２次江田島市総合計画の施策体系） 抜粋
:新規事業新 :制度拡充等分拡

（２） 産業・観光 ～元気な産業・観光を生み出すまち～

（３） 福祉・保健 ～健康で安心して暮らせるまち～

（４） 生活・環境 ～生活と環境を守り，高めるまち～

（７） 地域 ～地域が元気で，にぎやかなまち～

● その他事業

・ 学割パス事業（通学定期券購入補助金） 25,380 千円

・ 小中学校学力調査事業 1,196 千円

・ 日本語能力試験費用助成金 55 千円

・ 小中学校デジタル教科書導入事業 10,741 千円

・ 社会教育施設長寿命化計画策定事業 10,790 千円

・ 江田島図書館開館30周年記念事業 811 千円

・ ふるさと再発見事業 1,698 千円

⑥■文化財保存・保護・活用事業

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。

社会教育施設の機能・性能を維持していくため，長寿命化計画を策定する。

⑤■図書館管理運営事業

江田島図書館開館30周年にあたり，講演会を開催するなど記念行事を行い，図書館の利用促進と図書への関心を喚起する。

③■小学校・中学校教育振興一般事業

ＩＣＴ教育推進を図るため，指導者用デジタル教科書を導入する。

④■社会教育一般事業

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■学校教育振興一般事業

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。

外国人児童に対する日本語能力検定試験に対する支援を行う。

➊ 教育・文化

拡

新

新

・ 農業振興地域整備計画策定事業 1,895 千円

・ 新規就農者支援対策事業費補助金 9,638 千円

・ 有害鳥獣捕獲報償金 6,800 千円

・ 有害鳥獣防除用施設設置事業補助金 6,300 千円

・ オリーブ振興協議会補助金 4,500 千円

・ オリーブ振興推進補助金 5,600 千円

・ 集中放流事業 1,570 千円

・ 新規漁業就業者支援事業補助金 1,000 千円

・ がんばりすと応援事業 5,400 千円

・ しごとの場創出事業 6,082 千円

・ サテライトオフィス等誘致促進事業補助金 (4,000) 千円

・ 「えたじま ものがたり 博覧会」等事業 15,000 千円

・ 旧能美海上ロッジ解体事業 100,000 千円

旧国民宿舎能美海上ロッジの解体工事を行う。（継続費）

市内の遊休施設，空き家などの活用を促すため，サテライトオフィス等の開設費用の一部を助成する。

⑦■観光振興事業

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。

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。

⑥■しごとの場創出事業

IT企業等の更なる誘致を進めることで，雇用機会の増大を図る。

栽培漁業を推進するため，放流効果の高い地先定着魚種（キジハタ）に特化した種苗放流を実施する。

漁業就業者の確保と育成を図るため，研修修了後，独立する際に必要な経費を支援する。

⑤■商工業振興事業

⑧■宿泊施設事業特別会計・宿泊施設管理運営事業

オリーブの苗木購入助成や普及促進を図るための補助金。

オリーブ栽培の開始及びオリーブの6次産業化に向けた施設整備などに対して支援を行う。

④■水産業振興対策事業

新規就農者の育成に伴う，独立就農ハウス設備等の整備に対する支援を行う。

②■有害鳥獣被害対策事業

有害鳥獣に指定している「イノシシ，カラス，カワウ，アナグマ」の捕獲に対する報償金を支給する。

有害鳥獣から農作物等を守るため，防除柵などの設置に対する補助金。

③■オリーブ振興事業

①■農業振興事業

農地活用及び農地集積による農業振興と地域開発等との調和のとれた農業振興地域整備計画を策定するための調査を行
う。

➋ 産業・観光

拡

（1） 教育・文化 ～人が育ち，輝くまち～

・ 再犯防止推進計画策定事業 87 千円

・ 避難誘導アプリ導入事業 4,136 千円

・ 防災資材購入事業 4,269 千円

・ 防災訓練事業 3,341 千円

・ 職員研修事業 3,452 千円

・ 救急救命士養成事業 3,056 千円

・ 消防屯所整備事業 （18,116） 千円

①■社会福祉一般事業

⑤■消防団活動事業

消防屯所の維持管理，秋月消防屯所の移転工事，大幸消防屯所の移転設計業務を行う。

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。

④■人事管理事業（消防費）

県消防学校入校や職員研修の充実により，高度化・多様化する災害に対応できる職員を育成する。

救急救命士の養成や，救急救命士及び救急隊員の研修教育により救急高度化を推進する。

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。

③■防災訓練事業

②■防災事業

大規模災害時に避難所情報や避難所への経路などを案内する避難誘導アプリが利用できるよう整備する。

犯罪を犯した者に対して適切な支援を行うため，再犯防止推進計画を策定する。

新

新

新

・ 職員の意識改革と人材育成の推進 6,320 千円

・ 未利用施設解体事業 16,600 千円

将来のまちづくりに自覚と誇りをもって，行政経営を実行できる職員を育成する。

②■財産管理事業

公共施設再編整備により廃止された施設のうち施設の利活用が見込めないものについて，売却などの跡地活用のため，解体
する。

①■人事管理事業

新

❖その他事業

（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～

・ 第2次江田島市環境基本計画策定事業 9,854 千円

・ 合併浄化槽設置補助金 25,770 千円

・ 家庭一般廃棄物収集運搬事業 303,495 千円

・ 里山林整備事業 4,200 千円

③■ひろしまの森づくり事業

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

②■家庭一般廃棄物収集運搬事業

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。

①■環境衛生一般事業

環境保全に関する施策の推進のため，第2次江田島市環境基本計画を策定する。

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。

➍ 生活・環境

拡

・ 公共施設再編整備事業 79,582 千円

・ 大柿市民センター新築事業 232,920 千円

・ 生活交通路線維持費補助金 66,170 千円

・ 路線バス無料乗車デーの実施 （0） 千円

・ 江田島市公共交通協議会負担金 20,692 千円

・ 道路維持管理事業 128,471 千円

・ 県道維持管理事業（事務委任分） 58,584 千円

・ 急傾斜地崩壊対策事業 21,000 千円

・ 急傾斜地崩壊対策事業県負担金 16,000 千円

・ 空家等対策推進事業 8,800 千円

・ 空家等対策計画更新事業 935 千円

・ 水道事業 1,169,500 千円

・ 公共下水道事業，特定環境保全公共下水道事業，農業集落排水事業 2,080,900 千円

①■公共施設再編整備事業

「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。
（仮称）飛渡瀬交流プラザ，（仮称）切串交流プラザの設計業務。

②■大柿市民センター管理運営事業

大柿地域のまちづくり等の拠点施設として，大柿市民センターの新築を行う。

⑥■住宅政策事業

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

急傾斜地の崩壊対策工事を行う。また，県が実施する急傾斜地崩壊対策事業に対し，事業費の一部を負担する。

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。県から事務委任された県道の維持修繕（小規模な
もの）を行う。

③■生活交通維持対策事業

市民にとって必要不可欠な生活交通路線を維持するため，路線バスの運行に要する経費を補助する。

おれんじ号の運行など交通の維持確保のための取組を行い，地域の実情に即した持続可能な公共交通の実現を図る。

④■道路維持管理事業・県道維持管理事業（事務委任分）

生活交通路線維持事業の一環として，誰でも運賃を払わずに市内の路線バス（全路線）に乗車できる「無料乗車デー」を実施
する。

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。

空家の実態調査を基に空家対策計画の見直しを行う。

⑦■水道事業会計・水道事業

水道施設耐震化等の整備を実施し，安全でおいしい水の安定供給を図るとともに，今後も水道事業をしっかりと維持するため，
広域連携による企業団設立準備組織へ参画する。

⑧■下水道事業会計・下水道事業

持続的・効率的な施設の更新改築や維持管理などに努め，生活環境の改善や水環境の保全を図るとともに，事業の継続性・
安定性を確保するため，本年１月の上下水道事業審議会の答申を踏まえ，使用料の改定を行う。

拡

新

新

新

・ 障害者地域生活支援事業 49,237 千円

・ 障害者施設等通所・通院交通費助成事業 (360) 千円

・ シルバー人材センター補助金 14,339 千円

・ 福祉医療費
乳幼児等医療費助成の対象者拡大

162,267 千円

・ 障害児サービスパンフレット作成事業 226 千円

・ 認定こども園きりくし新築事業 10,540 千円

・ ファミリーサポートセンター事業 2,575 千円

・ 産婦健康診査事業 1,150 千円

・ 産後ケア事業 360 千円

・ 不妊治療費助成事業 1,825 千円

・ 健康増進事業 2,813 千円

・ フレイル予防対策事業 （608） 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～ 5,360 千円

①■障害者地域生活支援事業

④■障害児通所支援事業

発達障害を持つ児童の保護者等を対象に，発達障害の概要，サービスを記載したパンフレットを作成し，支援の円滑化を図
る。

⑤■保育施設管理運営事業

老朽化した認定こども園きりくしを(仮称)切串交流プラザとの複合施設として，移転新築する。（継続費）

⑥■子育て世代包括支援センター運営事業

障害者の地域生活支援を行う。

障害者施設に通所している障害者や，医療機関等に通院している障害児を持つ保護者の負担軽減のため，交通費の一部を
助成する。

②■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。

③■福祉医療費

重度心身障害者・乳幼児・ひとり親家庭の医療費助成を行う。
乳幼児等医療費の入院分の対象を中学3年生までに拡充する。

⑨■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。

⑧■健康増進事業

生活習慣を改善する機会を提供することにより，市民の健康意識の高揚を図る。

生活習慣病を早期に発見し，早期の治療や生活習慣の改善により，疾病の重症化を予防する。

ファミリーサポートセンターを開設し，子育ての支援を行う。

⑦■母子保健事業

産婦及び乳児の健康の保持増進を図るため，産婦健康診査の費用を助成するとともに，産婦の身体的回復と心理的な安定を
促進し，健やかな育児ができるよう支援する。

不妊検査，一般不妊治療及び特定不妊治療に係る費用を助成する。

➌ 福祉・保健
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・ 体験型修学旅行受入事業 6,829 千円

・ まちづくり団体支援補助金 20,400 千円

・ 定住促進事業補助金 2,700 千円

・ 交流定住促進協議会補助金 5,411 千円

・ 地域おこし協力隊事業 29,958 千円

・ 外国人市民交流事業 10,692 千円

・ 東京オリンピック・パラリンピックのホストタウン交流事業 9,000 千円

⑥■ホストタウン交流事業

東京オリンピック・パラリンピックにおけるホストタウンとして来日する選手等と，‘オリーブ’を核とした交流事業を展開し，信頼関
係を深めることで，今後の継続的な交流へと繋げる。

移住交流拠点施設フウドの運営，移住相談，空き家バンク物件の内覧案内などにより，本市への定住促進を図る。

④■地域おこし協力隊事業

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。

⑤■外国人市民交流事業

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。

②■まちづくり推進事業

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。

③■交流定住促進事業

移住者の住宅支援（物件購入費及び若年世帯への家賃補助等）を行う。

①■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。

➐ 地 域
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