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640億4,300万円 （対前年度比　６．６％減）

364億9,566万5千円

469億7,056万4千円

（対前年度比　５．１％増）

（対前年度比　４．４％増）

第１章　当初予算の概要

　１　会計別予算規模

一　般　会　計

特　別　会　計

企　業　会　計

当初予算額 構成比 当初予算額 構成比 対当初増減額 増減率
（Ａ） % （Ｂ） % （Ａ）－（Ｂ） % 

1 一    般    会    計 64,043,000 43.4 68,555,000 46.2 △ 4,512,000 △ 6.6

2 特    別    会    計 36,495,665 24.7 34,737,691 23.4 1,757,974 5.1

(1)  国民健康保険 20,185,515 13.7 17,727,128 12.0 2,458,387 13.9

(2)  国民健康保険鹿野診療所 141,230 0.1 146,290 0.1 △ 5,060 △ 3.5

(3)  後期高齢者医療 2,204,164 1.5 2,133,395 1.4 70,769 3.3

(4)  介護保険 11,909,804 8.1 11,448,193 7.7 461,611 4.0

(5)  簡易水道事業 1,543,680 1.0 2,294,576 1.5 △ 750,896 △ 32.7

(6)  地方卸売市場事業 379,624 0.3 854,955 0.6 △ 475,331 △ 55.6

(7)  国民宿舎 105,343 0.1 105,694 0.1 △ 351 △ 0.3

(8)  駐車場事業 26,305 0.0 27,460 0.0 △ 1,155 △ 4.2

3 水  道  事  業  会  計 5,000,053 3.4 5,100,107 3.4 △ 100,054 △ 2.0

4 下　水　道  事  業  会  計 9,804,632 6.6 9,626,872 6.5 177,760 1.8

5 病　院  事  業  会  計 4,115,034 2.8 3,540,399 2.4 574,635 16.2

6 介護老人保健施設事業会計 417,746 0.3 415,016 0.3 2,730 0.7

7 モーターボート競走事業会計 27,633,099 18.7 26,328,467 17.8 1,304,632 5.0

（参考：企業会計３～７の計） (46,970,564) (31.8) (45,010,861) (30.4) (1,959,703) (4.4)

147,509,229 100.0 148,303,552 100.0 △ 794,323 △ 0.5

（注） 企業会計（区分３から７）の予算額は、各会計の収益的支出と資本的支出の合計額である。

前 年 度 比 較

合                計

≪会計別予算規模比較表≫
（単位　千円）

区                分
平成２７年度 平成２６年度
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２　当初予算のポイント

第２次まちづくり総合計画の初年度 計画期間：平成27年度～36年度計画期間：平成27年度～36年度計画期間：平成27年度～36年度計画期間：平成27年度～36年度 ≪一般会計当初予算の推移≫

歳入のポイント

◎市税（法人市民税や固定資産税）の大幅な減

◎普通交付税の合併優遇措置の段階的縮減 ≪特別会計当初予算の概要≫

 1　国民健康保険

◎合併特例債の有効活用 [13.9％増]

 2　国民健康保険鹿野診療所

[3.5％減]

歳出のポイント  3　後期高齢者医療

◎子ども・子育て支援や人口定住対策に重点配分 [3.3％増]

 4　介護保険

◎小中学校の耐震化による児童生徒の安心安全を確保 [4.0％増]

 5　簡易水道事業

◎新庁舎建設の着実な推進 [32.7％減]

 6　地方卸売市場事業

◎徳山駅周辺整備等による賑わいの創出 [55.6％減]

 7　国民宿舎

[0.3％減]

国の経済対策への対応　（平成26年度3月補正予算計上）  8　駐車場事業

☆地域住民生活等緊急支援交付金事業に2億4,180万8千円を計上 [4.2％減]

湯野荘職員退職金の補てん補助金が皆増していますが、指定管
理料減により、前年度に比べ35万1千円の減となっています。

施設利用台数の推移見込みや維持修繕費の減により、前年度に
比べ115万5千円の減となっています。

　　　　
　　　◆ 社会で育む少子化対策プロジェクト　　　◆ 社会で育む少子化対策プロジェクト　　　◆ 社会で育む少子化対策プロジェクト　　　◆ 社会で育む少子化対策プロジェクト
　　　◆ 揺るぎない安心安全プロジェクト　　　◆ 揺るぎない安心安全プロジェクト　　　◆ 揺るぎない安心安全プロジェクト　　　◆ 揺るぎない安心安全プロジェクト
　　　◆ 自立した地域づくりプロジェクト　　　◆ 自立した地域づくりプロジェクト　　　◆ 自立した地域づくりプロジェクト　　　◆ 自立した地域づくりプロジェクト
　　　◆ まちじゅう賑わいプロジェクト　　　◆ まちじゅう賑わいプロジェクト　　　◆ まちじゅう賑わいプロジェクト　　　◆ まちじゅう賑わいプロジェクト
　　　◆ 産業活力・富の創造プロジェクト　　　◆ 産業活力・富の創造プロジェクト　　　◆ 産業活力・富の創造プロジェクト　　　◆ 産業活力・富の創造プロジェクト
　　　◆ 中山間地域振興プロジェクト　　　◆ 中山間地域振興プロジェクト　　　◆ 中山間地域振興プロジェクト　　　◆ 中山間地域振興プロジェクト
　　　◆ 将来に向けた行財政経営プロジェクト　　　◆ 将来に向けた行財政経営プロジェクト　　　◆ 将来に向けた行財政経営プロジェクト　　　◆ 将来に向けた行財政経営プロジェクト

共同事業の拡大や保険者支援制度拡充等により、前年度に比べ
大幅増となっています。なお、保険料率は据置きです。

人件費など一般管理事務費等の見直しにより、前年度に比べ506
万円の減となっています。

県後期高齢者医療広域連合納付金増により、前年度に比べ7,076
万9千円の増となっています。なお、保険料率は据置きです。

第6期事業計画に基づく保険料率見直しやサービス利用見込み
により、前年度に比べ4億6,161万1千円の増となっています。

簡易水道の統合に向けた熊毛地区施設整備事業の進捗により、
前年度に比べ7億5,089万6千円の減となっています。

地方卸売市場の災害共済金皆減により、前年度に比べ4億7,533
万1千円の減となっています。

＝ 将来の都市像 ＝＝ 将来の都市像 ＝＝ 将来の都市像 ＝＝ 将来の都市像 ＝

実現に向けて、７つの重点プロジェクトを着実に推進実現に向けて、７つの重点プロジェクトを着実に推進実現に向けて、７つの重点プロジェクトを着実に推進実現に向けて、７つの重点プロジェクトを着実に推進

『人・自然・産業が織りなす未来につなげる 安心自立都市 周南』『人・自然・産業が織りなす未来につなげる 安心自立都市 周南』『人・自然・産業が織りなす未来につなげる 安心自立都市 周南』『人・自然・産業が織りなす未来につなげる 安心自立都市 周南』



≪一般会計当初予算の特徴≫

　 社会で育む少子化対策プロジェクト 　 産業活力・富の創造プロジェクト

○ 地域子育て支援拠点事業 ○ 水素利活用推進事業○ 地域子育て支援拠点事業 ○ 水素利活用推進事業○ 地域子育て支援拠点事業 ○ 水素利活用推進事業○ 地域子育て支援拠点事業 ○ 水素利活用推進事業

○ 乳幼児医療費助成事業　　○ 乳幼児医療費助成事業　　○ 乳幼児医療費助成事業　　○ 乳幼児医療費助成事業　　※子ども未来夢基金を活用※子ども未来夢基金を活用※子ども未来夢基金を活用※子ども未来夢基金を活用 ○ 漁港施設等の整備　（福川漁港、大津島漁港）○ 漁港施設等の整備　（福川漁港、大津島漁港）○ 漁港施設等の整備　（福川漁港、大津島漁港）○ 漁港施設等の整備　（福川漁港、大津島漁港）

○ 利用者支援事業　　○ 利用者支援事業　　○ 利用者支援事業　　○ 利用者支援事業　　※子育て家庭の相談・支援※子育て家庭の相談・支援※子育て家庭の相談・支援※子育て家庭の相談・支援 ○ 地場産業振興事業○ 地場産業振興事業○ 地場産業振興事業○ 地場産業振興事業

○ 母子保健指導、多子世帯保育料等軽減、一時預かりの実施など ○ 道の駅管理事業、地産地消促進事業、鳥獣被害防止対策事業など○ 母子保健指導、多子世帯保育料等軽減、一時預かりの実施など ○ 道の駅管理事業、地産地消促進事業、鳥獣被害防止対策事業など○ 母子保健指導、多子世帯保育料等軽減、一時預かりの実施など ○ 道の駅管理事業、地産地消促進事業、鳥獣被害防止対策事業など○ 母子保健指導、多子世帯保育料等軽減、一時預かりの実施など ○ 道の駅管理事業、地産地消促進事業、鳥獣被害防止対策事業など

　 揺るぎない安心安全プロジェクト 　 中山間地域振興プロジェクト

○ 小中学校耐震化事業 ○ ＵＪＩターン促進事業○ 小中学校耐震化事業 ○ ＵＪＩターン促進事業○ 小中学校耐震化事業 ○ ＵＪＩターン促進事業○ 小中学校耐震化事業 ○ ＵＪＩターン促進事業

○ 庁舎建設事業・庁舎建設関連事業 ○ 中山間地域戦略プロジェクト事業○ 庁舎建設事業・庁舎建設関連事業 ○ 中山間地域戦略プロジェクト事業○ 庁舎建設事業・庁舎建設関連事業 ○ 中山間地域戦略プロジェクト事業○ 庁舎建設事業・庁舎建設関連事業 ○ 中山間地域戦略プロジェクト事業

○ 防災情報収集伝達システム整備事業 ○ 大道理夢求の里交流館管理運営事業○ 防災情報収集伝達システム整備事業 ○ 大道理夢求の里交流館管理運営事業○ 防災情報収集伝達システム整備事業 ○ 大道理夢求の里交流館管理運営事業○ 防災情報収集伝達システム整備事業 ○ 大道理夢求の里交流館管理運営事業

○ 市営住宅耐震改修、市道・橋りょう、河川・排水路の整備など ○ ふるさとスローツーリズム推進事業、生活交通活性化事業など○ 市営住宅耐震改修、市道・橋りょう、河川・排水路の整備など ○ ふるさとスローツーリズム推進事業、生活交通活性化事業など○ 市営住宅耐震改修、市道・橋りょう、河川・排水路の整備など ○ ふるさとスローツーリズム推進事業、生活交通活性化事業など○ 市営住宅耐震改修、市道・橋りょう、河川・排水路の整備など ○ ふるさとスローツーリズム推進事業、生活交通活性化事業など

　 自立した地域づくりプロジェクト 　 将来に向けた行財政経営プロジェクト

○ 櫛浜公民館整備事業 ○ 固定資産台帳整備事業○ 櫛浜公民館整備事業 ○ 固定資産台帳整備事業○ 櫛浜公民館整備事業 ○ 固定資産台帳整備事業○ 櫛浜公民館整備事業 ○ 固定資産台帳整備事業

○ 自治会関係経費　　○ 自治会関係経費　　○ 自治会関係経費　　○ 自治会関係経費　　※自治会連合会や自治会への支援※自治会連合会や自治会への支援※自治会連合会や自治会への支援※自治会連合会や自治会への支援 ○ 公共施設マネジメント推進事業○ 公共施設マネジメント推進事業○ 公共施設マネジメント推進事業○ 公共施設マネジメント推進事業

○ 地域づくり支援事業○ 地域づくり支援事業○ 地域づくり支援事業○ 地域づくり支援事業

○ コミュニティ等の中核的人材育成事業、市民活動推進事業など○ コミュニティ等の中核的人材育成事業、市民活動推進事業など○ コミュニティ等の中核的人材育成事業、市民活動推進事業など○ コミュニティ等の中核的人材育成事業、市民活動推進事業など 　 分野別計画の重点事業

○ 学び・交流プラザ整備事業、管理運営事業○ 学び・交流プラザ整備事業、管理運営事業○ 学び・交流プラザ整備事業、管理運営事業○ 学び・交流プラザ整備事業、管理運営事業

　 まちじゅう賑わいプロジェクト ○ 合併処理浄化槽整備推進事業○ 合併処理浄化槽整備推進事業○ 合併処理浄化槽整備推進事業○ 合併処理浄化槽整備推進事業

○ 徳山駅周辺整備事業 ○ 久米中央土地区画整理事業○ 徳山駅周辺整備事業 ○ 久米中央土地区画整理事業○ 徳山駅周辺整備事業 ○ 久米中央土地区画整理事業○ 徳山駅周辺整備事業 ○ 久米中央土地区画整理事業

○ 観光振興事業・コンベンション推進事業 ○ 富田西部第一土地区画整理事業○ 観光振興事業・コンベンション推進事業 ○ 富田西部第一土地区画整理事業○ 観光振興事業・コンベンション推進事業 ○ 富田西部第一土地区画整理事業○ 観光振興事業・コンベンション推進事業 ○ 富田西部第一土地区画整理事業

○ 動物園リニューアル事業○ 動物園リニューアル事業○ 動物園リニューアル事業○ 動物園リニューアル事業

○ 集約型まちづくり推進事業、中心市街地活性化事業など○ 集約型まちづくり推進事業、中心市街地活性化事業など○ 集約型まちづくり推進事業、中心市街地活性化事業など○ 集約型まちづくり推進事業、中心市街地活性化事業など 　 合併特例債の活用

小中学校耐震化事業小中学校耐震化事業小中学校耐震化事業小中学校耐震化事業

庁舎建設事業庁舎建設事業庁舎建設事業庁舎建設事業  など など など など

≪平成27年度 合併特例債発行見込額≪平成27年度 合併特例債発行見込額≪平成27年度 合併特例債発行見込額≪平成27年度 合併特例債発行見込額 ≫≫≫≫

17,499千円17,499千円17,499千円17,499千円

361,116千円361,116千円361,116千円361,116千円

1,758千円1,758千円1,758千円1,758千円

1,786,888千円1,786,888千円1,786,888千円1,786,888千円

1,513千円1,513千円1,513千円1,513千円

209,387千円209,387千円209,387千円209,387千円

65,502千円65,502千円65,502千円65,502千円

316,103千円316,103千円316,103千円316,103千円

2,386千円2,386千円2,386千円2,386千円

5,742千円5,742千円5,742千円5,742千円

2,578,700千円2,578,700千円2,578,700千円2,578,700千円

2,488,600千円2,488,600千円2,488,600千円2,488,600千円

555,046千円555,046千円555,046千円555,046千円

80,200千円80,200千円80,200千円80,200千円

156,369千円156,369千円156,369千円156,369千円

42,104千円42,104千円42,104千円42,104千円

45,404千円45,404千円45,404千円45,404千円

896,247千円896,247千円896,247千円896,247千円

3,226,887千円3,226,887千円3,226,887千円3,226,887千円

378,205千円378,205千円378,205千円378,205千円

82,154千円82,154千円82,154千円82,154千円

64,457千円64,457千円64,457千円64,457千円

4,057千円4,057千円4,057千円4,057千円

12,091千円12,091千円12,091千円12,091千円

9,611千円9,611千円9,611千円9,611千円

20,708千円20,708千円20,708千円20,708千円

395,827千円395,827千円395,827千円395,827千円



[単位:千円]

■市税 前年比 △ 3.9%

説明 平成27年度 増減額説明 平成27年度 増減額説明 平成27年度 増減額説明 平成27年度 増減額

法 人 市 民 税 2,095,453 △ 496,538

固 定 資 産 税 11,745,203 △ 432,993

市 た ば こ 税 1,054,017 △ 109,864

都 市 計 画 税 1,034,698 △ 53,561

個 人 市 民 税 7,669,096 116,709

■国庫支出金 前年比 △ 10.4%

説明 平成27年度 増減額説明 平成27年度 増減額説明 平成27年度 増減額説明 平成27年度 増減額

社会資本整備総合交付金 1,987,355 △ 888,696

臨時福祉給付金給付費補助金 174,000 △ 206,000

子育て世帯臨時特例給付金給付費補助金 57,900 △ 137,760

学校施設環境改善交付金 380,860 △ 55,186

児童手当負担金 1,727,660 △ 41,791

個人番号カード交付事業費補助金 51,632 51,632

国民健康保険基盤安定負担金 138,232 71,676

社会保障・税番号制度システム整備費補助金 140,300 140,300

■県支出金 前年比 3.9%

説明 平成27年度 増減額説明 平成27年度 増減額説明 平成27年度 増減額説明 平成27年度 増減額

国勢調査委託金 69,716 68,518

国民健康保険基盤安定負担金 538,047 60,062

県議会議員選挙事務委託金 51,500 28,500

全国健康福祉祭山口大会開催準備事業費補助金 31,256 28,056

多子世帯保育料等軽減事業費補助金 40,287 24,231

低所得者保険料軽減費補助金 18,218 18,218

中山間地域づくり総合支援事業補助金 0 △ 38,750

緊急雇用創出事業臨時特例基金補助金 30,365 △ 111,063

　３　一般会計歳入の状況

市税

23,903,447

37.3%

地方譲与税等

3,562,000

5.6%

地方交付税
7,813,000

12.2%

分担金及び負担金

636,780

1.0%

使用料及び手数料
1,176,144

1.8%

国庫支出金

8,918,357

13.9%県支出金

3,754,580

5.9%

財産収入等
1,012,737

1.6%

繰入金

1,790,123

2.8%

諸収入

2,441,032

3.8% 市債
9,034,800

14.1%

歳入総額
64,043,000

[%は構成比]

※財産収入等内訳

財産収入、寄附金、

繰越金

※地方譲与税等内訳

地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、

地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、

地方特例交付金、交通安全対策特別交付金
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　　◇　対前年度歳入増減比較表 ■繰入金 前年比 △ 23.7%

説明 平成27年度 増減額説明 平成27年度 増減額説明 平成27年度 増減額説明 平成27年度 増減額

地方卸売市場事業特別会計繰入金 0 △ 522,573

地域の元気臨時基金繰入金 0 △ 508,453

子ども未来夢基金繰入金 30,000 30,000

減債基金繰入金 100,000 100,000

財政調整基金繰入金 1,346,771 174,260

庁舎建設基金繰入金 298,005 298,005

■諸収入 前年比 △ 7.0%

説明 平成27年度 増減額説明 平成27年度 増減額説明 平成27年度 増減額説明 平成27年度 増減額

中小企業振興融資制度預託金元金 438,000 △ 438,000

学校給食費収入 594,553 △ 24,692

給水設備移転補償金 0 △ 13,072

公営企業会計退職手当負担金 0 △ 11,200

移転等補償金 13,000 13,000

港湾管理協定交付金 434,198 247,170

■市債 前年比 △ 22.2%

説明 平成27年度 増減額説明 平成27年度 増減額説明 平成27年度 増減額説明 平成27年度 増減額

学び・交流プラザ整備事業 13,500 △ 1,526,700

土地区画整理事業 1,034,300 △ 735,700

中心市街地施設整備事業 764,500 △ 637,500

臨時財政対策債 2,900,000 △ 486,000

中学校屋体建設事業 0 △ 203,600

通信指令強化充実事業 22,300 △ 153,900

公民館整備事業 294,300 181,400

小中学校耐震化事業 2,521,100 1,136,400

構成比 構成比

% %

01 37.3 36.3

02 0.9 0.8

03 0.1 0.1

04 0.1 0.1

05 0.2 0.0

06 3.9 2.6

07 0.1 0.1

08 0.1 0.1

09 0.1 0.1

10 12.2 11.5

11 0.0 0.0

12 1.0 1.0

13 1.8 1.8

14 13.9 14.5

15 5.9 5.3

16 0.8 0.7

17 0.0 0.0

18 2.8 3.4

19 0.8 0.7

20 3.8 3.8

21 14.1 16.9

5.6 5.2

4.0 6.8

4.5 4.9

100.0 100.0

△ 22.2

△ 6.6

△ 10.4

3.9

9.3

0.0

△ 23.7

△ 0.6

0.0

△ 6.1

△ 5.1

7,860,000

30,000

678,050

0.0

1,239,139

9,954,557

△ 555,819

0

△ 7.0△ 183,779

△ 3.9

0.0

△ 14.3

28.6

1,100.0

36.2

0.0

0.0

0.0

△ 2,573,100

△ 4,512,000

△ 62,995

△ 1,036,200

139,853

43,549

0

2,624,811

11,607,900

68,555,000

3,614,727

468,755

433

2,345,942

500,000

0

0

△ 47,000

0

△ 41,270

△ 10,000

20,000

110,000

657,500

0

64,043,000

平成27年度

当初予算額

(Ａ)

当初予算額

(Ｂ)

平成26年度

24,876,186

570,000

70,000

70,000

10,000

1,815,500

70,000

75,000

74,000

1,790,123

500,000

2,441,032

9,034,800

1,176,144

8,918,357

3,754,580

512,304

75,000

74,000

7,813,000

30,000

636,780

60,000

90,000

120,000

2,473,000

70,000

繰入金

繰越金

諸収入

市債

合計

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

財産収入

通常債

臨時財政対策債

地方特例交付金

地方交付税

交通安全対策特別交付金

寄附金

区分

市税

地方譲与税

利子割交付金

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

自動車取得税交付金

23,903,447

570,000

前年度比較

増減額

(Ａ)-(Ｂ) %

増減率

△ 972,739

0

433

2,900,000 3,386,000 △ 486,000 △ 14.4

内
 

訳

3,556,100 3,557,800 △ 1,700 0.0

合併特例債 2,578,700 4,664,100 △ 2,085,400 △ 44.7
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[単位:千円]

■総務費 前年比 5.9%

主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額

庁舎建設事業・庁舎建設関連事業 378,205 263,005

社会保障・税番号制度対応事業 249,347 249,347

職員退職手当基金積立金 156,046 155,965

国勢調査事業 69,716 68,518

市長選挙事務費 58,500 54,559

退職手当 563,472 △ 336,988

■民生費 前年比 △ 0.7%

主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額

臨時福祉給付金支給事業 174,000 △ 206,000

子育て世帯臨時特例給付金支給事業 57,900 △ 137,760

旧太華荘解体敷地整備事業 0 △ 60,320

介護職員育成事業（緊急雇用） 0 △ 41,482

介護保険事業勘定繰出金 1,756,134 80,569

国民健康保険特別会計繰出金 1,514,024 141,399

■衛生費 前年比 △ 3.2%

主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額

ごみ燃料化施設管理事業 26,962 △ 174,478

合併処理浄化槽整備推進事業 45,404 △ 120,326

下水道事業（負担金・補助金・出資金） 2,600,830 △ 75,814

地域医療施設整備事業（元気交付金） 0 △ 14,631

簡易水道事業特別会計繰出金 140,262 36,811

予防接種事業 465,203 40,733

■農林水産業費 前年比 11.2%

主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額

漁港海岸保全施設整備事業 260,074 108,001

多面的機能支払交付金事業 41,978 33,512

漁港施設機能強化事業 27,094 27,094

林道改良事業 32,000 22,010

漁港建設県事業負担金 10,800 △ 10,000

公有林保育事業 72,295 △ 11,698

４　一般会計歳出の状況【目的別】

議会費

442,251

0.7%

総務費

6,643,001

10.4%

民生費

19,738,682

30.8%

衛生費
7,815,883

12.2%

労働費

48,367

0.1%

農林水産業費

1,324,405

2.1%

商工費
1,685,561

2.6%

土木費

7,253,599

11.3%

消防費
2,463,928

3.8%

教育費
8,814,851

13.8%

災害復旧費
148,397

0.2%
公債費

7,564,075

11.8%

予備費
100,000

0.2%

歳出総額

64,043,000
[%は構成比]
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　　◇　対前年度歳出（目的別）増減比較表 ■商工費 前年比 △ 22.4%

主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額

中小企業金融対策事業 464,475 △ 432,284

動物園リニューアル事業 209,387 △ 60,169

動物園管理運営事業 77,030 △ 21,960

観光業務人材育成事業（緊急雇用） 0 △ 5,199

水素利活用推進事業 17,499 9,726

地方卸売市場事業特別会計繰出金 288,064 48,680

■土木費 前年比 △ 16.4%

主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額

久米中央土地区画整理事業 896,247 △ 804,753

徳山駅周辺整備事業 1,786,888 △ 456,146

市道改良事業（元気交付金） 0 △ 178,000

河川改良事業（元気交付金） 0 △ 91,000

中心市街地活性化事業 135,382 100,004

市営住宅耐震改修事業 724,349 107,803

■消防費 前年比 △ 7.4%

主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額

通信指令強化充実事業 42,127 △ 225,331

救急業務高度化推進事業 49,101 △ 59,855

消防機械器具強化充実事業 54,274 △ 29,236

給水車両整備事業（元気交付金） 0 △ 12,381

消防団機械器具強化充実事業 32,680 9,175

消防施設整備事業 134,520 102,220

■教育費 前年比 △ 20.3%

主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額

学び・交流プラザ整備事業 78,153 △ 2,910,604

熊毛中学校屋体建設事業 0 △ 257,533

退職手当 97,552 △ 192,083

菊川中学校校舎建設事業 0 △ 163,445

櫛浜公民館整備事業 395,827 242,954

小中学校耐震化事業 3,226,887 1,149,999

当初予算額 構成比 当初予算額 構成比 増減額 増減率

(Ａ) % (Ｂ) % (Ａ)-(Ｂ) %

01 議会費 442,251 0.7 421,104 0.6 21,147 5.0

02 総務費 6,643,001 10.4 6,273,605 9.2 369,396 5.9

03 民生費 19,738,682 30.8 19,883,438 29.0 △ 144,756 △ 0.7

04 衛生費 7,815,883 12.2 8,078,317 11.8 △ 262,434 △ 3.2

05 労働費 48,367 0.1 120,843 0.2 △ 72,476 △ 60.0

06 農林水産業費 1,324,405 2.1 1,191,320 1.7 133,085 11.2

07 商工費 1,685,561 2.6 2,172,132 3.2 △ 486,571 △ 22.4

08 土木費 7,253,599 11.3 8,678,412 12.7 △ 1,424,813 △ 16.4

09 消防費 2,463,928 3.8 2,660,153 3.9 △ 196,225 △ 7.4

10 教育費 8,814,851 13.8 11,062,699 16.1 △ 2,247,848 △ 20.3

11 災害復旧費 148,397 0.2 145,129 0.2 3,268 2.3

12 公債費 7,564,075 11.8 7,767,848 11.3 △ 203,773 △ 2.6

13 予備費 100,000 0.2 100,000 0.1 0 0.0

64,043,000 100.0 68,555,000 100.0 △ 4,512,000 △ 6.6合 計

区 分

平 成 27 年 度 平 成 26 年 度 前 年 度 比 較
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[単位:千円]

■人件費 前年比 △ 2.4%

主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額

一般職退職手当 681,044 △ 580,040

県議会議員選挙事務費 28,020 25,385

市長選挙事務費 27,021 26,668

一般職給料 4,514,966 51,412

特別職退職手当 54,178 54,178

国勢調査事業 59,324 59,186

■物件費 前年比 1.6%

主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額

社会保障・税番号制度対応事業 241,051 241,051

学び・交流プラザ管理運営事業 74,138 74,138

仮庁舎管理事業 43,902 43,902

予防接種事業 460,594 40,723

緊急雇用創出事業臨時特例交付金事業 30,365 △ 103,807

ごみ燃料化施設管理事業 25,660 △ 152,929

■扶助費 前年比 △ 0.1%

主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額

児童手当 2,475,815 △ 58,040

生活保護扶助費 2,800,697 △ 25,153

乳幼児医療費 299,780 11,870

障害児通所給付費等負担金 140,000 13,149

保育所運営費委託料（２４条入所） 806,303 27,466

介護・訓練等給付費負担金 1,930,000 54,733

５　一般会計歳出の状況【性質別】

人件費
10,826,415

16.9%

物件費
9,119,902

14.2%

維持補修費
489,496

0.8%

扶助費
10,881,889

17.0%
補助費等
5,589,186

8.7%

建設事業費
11,282,651

17.6%

公債費
7,564,075

11.8%

積立金
598,385

0.9%

投資及び出資金
1,311,347

2.0%

貸付金
457,029

0.7%

繰出金
5,822,625

9.1%

予備費
100,000

0.2%

歳出総額
64,043,000

[%は構成比]
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　　◇　対前年度歳出（性質別）増減比較表 ■補助費等 前年比 △ 4.7%

主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金 231,900 △ 343,760

下水道事業負担金・補助金 1,712,225 △ 73,251

浄化槽適正管理推進補助金  20,000 20,000

離島航路運営費補助金 135,612 42,692

全国健康福祉祭やまぐち大会開催推進交付金 49,781 44,536

通知カード・個人番号カード関連事務費交付金 51,632 51,632

■建設事業費 前年比 △ 25.1%

主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額

学び・交流プラザ整備事業 78,153 △ 2,910,604

久米中央土地区画整理事業 896,247 △ 804,753

徳山駅周辺整備事業 1,786,888 △ 456,146

熊毛中学校屋体建設事業 0 △ 257,533

通信指令強化充実事業 42,127 △ 225,331

小中学校耐震化事業 3,226,887 1,149,999

■投資及び出資金 前年比 4.8%

主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額

水道事業出資金 183,972 43,849

病院事業出資金 203,223 17,741

■貸付金 前年比 △ 48.9%

主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額

中小企業金融対策事業 438,000 △ 438,000

■繰出金 前年比 5.9%

主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額主な増減事業 平成27年度 増減額

国民健康保険特別会計繰出金 1,514,024 141,399

介護保険特別会計繰出金 1,756,250 80,570

地方卸売市場事業特別会計繰出金 288,064 48,680

簡易水道事業特別会計繰出金 140,262 36,811

後期高齢者療養給付費負担金 1,542,623 18,565

後期高齢者医療特別会計繰出金 514,192 △ 17,016

当初予算額 構成比 当初予算額 構成比 増減額 増減率

(Ａ) % (Ｂ) % (Ａ)-(Ｂ) %

01 10,826,415 16.9 11,097,690 16.2 △ 271,275 △ 2.4

うち職員給 7,154,132 11.2 6,991,339 10.2 162,793 2.3

02 9,119,902 14.2 8,972,497 13.1 147,405 1.6

03 489,496 0.8 558,406 0.8 △ 68,910 △ 12.3

04 10,881,889 17.0 10,897,061 15.9 △ 15,172 △ 0.1

05 5,589,186 8.7 5,863,373 8.6 △ 274,187 △ 4.7

06 11,282,651 17.6 15,059,789 22.0 △ 3,777,138 △ 25.1

11,134,254 17.4 14,914,660 21.8 △ 3,780,406 △ 25.3

 ｱ  補助事業費 4,794,092 7.5 8,129,720 11.9 △ 3,335,628 △ 41.0

 ｲ  単独事業費 5,879,343 9.2 6,222,089 9.1 △ 342,746 △ 5.5

 ｳ  県営事業負担金 451,089 0.7 560,736 0.8 △ 109,647 △ 19.6

 ｴ  受託事業費 9,730 0.0 2,115 0.0 7,615 360.0

148,397 0.2 145,129 0.2 3,268 2.3

 ｱ  補助事業費 72,001 0.1 67,000 0.1 5,001 7.5

 ｲ  単独事業費 76,396 0.1 78,129 0.1 △ 1,733 △ 2.2

07 7,564,075 11.8 7,767,848 11.3 △ 203,773 △ 2.6

08 598,385 0.9 591,640 0.9 6,745 1.1

09 1,311,347 2.0 1,251,836 1.8 59,511 4.8

10 457,029 0.7 894,885 1.3 △ 437,856 △ 48.9

11 5,822,625 9.1 5,499,975 8.0 322,650 5.9

12 100,000 0.2 100,000 0.1 0 0.0

64,043,000 100.0 68,555,000 100.0 △ 4,512,000 △ 6.6

（注）構成比は四捨五入によっているので、端数において計は合致しないものがある。

合 計

人件費

物件費

維持補修費

扶助費

投資及び出資金

貸付金

繰出金

予備費

補助費等

建設事業費

(1) 普通建設事業費

(2) 災害復旧事業費

公債費

積立金

区 分

平 成 27 年 度 平 成 26 年 度 前 年 度 比 較
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６　一般会計当初予算の重点事業
 (1) 社会で育む少子化対策プロジェクト 事業 千円

男女共同参画推進事業 予算額 千円 （45p） 1 臨 子育て世帯臨時特例給付金支給事業 予算額 千円 （51p）

　男女が対等なパートナーとして社会のあらゆる分野に参画するよう意識啓発をします。 　消費税率引き上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に対し、臨時的な措置として給付金を支給

【主な内容】 します。

○講座や啓発セミナー等の開催 ○各種団体の育成、支援 【主な内容】

○給付金　　対象児童1人につき3千円

1 拡 保育所運営事業 予算額 千円 （50p）

　保護者の子育て支援の充実を図り、保育所「待機児童」ゼロを堅持します。 1 拡 母子保健指導事業 予算額 千円 （53p）

多子世帯の保育料軽減を拡充します。 　子育て世代の親を孤立させないように乳児全戸訪問後の

【主な内容】 産後うつ等の相談体制の強化、養育支援訪問事業の実施

○保育所の運営　（公立保育所　18施設、私立保育所　9施設） により、子育て支援の充実に努めます。

○多子世帯の保育料軽減　（第3子以降の保育料軽減の年齢制限撤廃　[拡充] [拡充] [拡充] [拡充] ） 【主な内容】

○乳児家庭全戸訪問

1 拡 地域子育て支援拠点事業 予算額 千円 （50p） ○妊娠・育児学級、育児相談

　未就学児のいる家庭を対象として、親子の遊び場や交流の場を提供するとともに、 ○助産師による養育支援訪問　[新規][新規][新規][新規]

育児相談や情報提供など子育てを総合的に支援します。

　新たに子育て支援センターがない地区で、出張ひろばを 私立幼稚園就園奨励事業 予算額 千円 （69p）

巡回実施します。 　私立幼稚園に通園している保護者の負担軽減を図るため、補助金を交付します。

【主な内容】 【主な内容】

○子育て支援センターの運営　（市内11か所） 1 ○園児保護者補助金 ○就園奨励費補助金

○出張ひろばの実施　[新規][新規][新規][新規]

新 私立幼稚園施設型給付費交付事業 予算額 千円 （69p）

1 新 利用者支援事業 予算額 千円 （50p） 　平成27年度から実施される子ども・子育て支援新制度による「施設型給付」を選択した幼稚園

　子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、子ども及びその保護者が教育・保育施設や地域の に対して、法律に基づき国・県及び市が負担すべき経費を交付します。

子育て支援事業等を円滑に利用するための各種相談を受ける専門職員を配置します。 【主な内容】

【主な内容】 1 ○私立幼稚園施設型給付費負担金

○子育て支援の相談員配置　（1名）

新 一時預かり事業　（幼稚園） 予算額 千円 （70p）

1 乳幼児医療費助成事業 予算額 千円 （51p） 　幼稚園児の一時預かり事業を私立幼稚園に委託します。

　乳幼児の福祉の向上を図るため、医療費の保険診療の自己負担分を助成します。 【主な内容】

　昨年度に引き続き、就学前までの児童の医療費の完全無償化による負担軽減を図り、子育て ○一時預かり事業委託　　（私立幼稚園　8園予定）

を支援します。

【主な内容】 新 多子世帯保育料等軽減事業　（幼稚園） 予算額 千円 （70p）

○乳幼児医療費 ※平成26年度に創設した「子ども未来夢基金」を活用 　多子世帯（第3子以降）の幼稚園保育料を軽減します。

【主な内容】

1 ○多子世帯保育料等軽減事業費補助金

25,008

303,551

11,780

1,240 57,900

1,407,148

65,502

2,386

316,103

9,800

12,800
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重 ：特に重点的に実施する事業等 新 ：新規事業

臨 ：単年度で実施する臨時事業等 拡 ：拡充事業



 (2) 揺るぎない安心安全プロジェクト 事業 千円

2 重 庁舎建設事業・庁舎建設関連事業 予算額 千円 （34p） 2 重 市営住宅耐震改修事業 予算額 千円 （60p）

　旧耐震基準により建設された市営住宅を耐震

くり拠点」として新庁舎を建設します。 改修します。

【主な内容】 【主な内容】

○新庁舎の実施設計 ○周南第3住宅9棟（後期）及び

○仮庁舎の改修 　12棟（前期）の耐震改修

○事務所の一部移転

2 拡 道路ストック点検整備事業 予算額 千円 （61p）

2 拡 ハザードマップ整備事業 予算額 千円 （34p） 環境の提供に努めます。

【主な内容】

や避難場所等の周知に努めます。 ○路面性状調査 ○道路照明灯建替工事

【主な内容】 ○路面下空洞調査　[新規][新規][新規][新規]

○Ｗｅｂ版ハザードマップ作成委託

2 中開作線整備事業 予算額 千円 （61p）

2 重 防災情報収集伝達システム整備事業 予算額 千円 （35p） 　浸水対策としての下水道整備に合わせて、中開作線（福川地区）を整備します。

　市民の安心安全を確保するため、災害発生時や事前措置を行う際の防災情報収集伝達シス 【主な内容】

テムを整備します。なお、システムの本体機は、新庁舎に設置する予定です。 ○用地購入

【主な内容】

○実施設計 2 通学路安全対策事業 予算額 千円 （62p）

　児童生徒の通学路として利用されている市道の安全対策を実施します。

2 拡 防犯関係事業 予算額 千円 （44p） 【主な内容】

　安心安全なまちづくりを進めるため、警察や地域組織等と連携して防犯活動を推進します。 ○側溝の改修

新たに周辺に危険を及ぼす恐れのある空き家に対し、必要な措置を講じます。

【主な内容】 2 橋りょう長寿命化修繕計画事業 予算額 千円 （62p）

○空き家安全対策業務委託　[新規][新規][新規][新規]

的に架け替え工事や補修工事を実施します。

8 地方消費者行政活性化事業 予算額 千円 （45p） 【主な内容】

○橋りょう補修工事 ○点検調査委託

者教育や啓発活動を推進し、消費者トラブルの防止に努めます。

【主な内容】 2 古川跨線橋補修事業 予算額 千円 （62p）

○消費生活相談やセミナー等の開催 　新南陽地区にあるＪＲをまたぐ古川跨線橋を補修します。

○地域の見守り関係者と連携した啓発活動 【主な内容】

○橋りょう補修工事

複雑・高度化する消費生活相談に対応するため、相談員等の資質向上を図るとともに、消費

平成26年度に策定した橋梁長寿命化修繕計画に基づき、定期的な点検を行うとともに、計画

舗装路面の状況や路面下の空洞調査など道路ストックの点検・整備により、安心安全な道路

災害時における行政機能の維持と市民の利便性を向上するため、「安心とつながりのまちづ

378,205 724,349

94,000

洪水、津波・高潮、土砂災害のハザードマップをインターネット上で提供し、市民に危険箇所

18,500

4,735

60,000

8,065

20,708

16,288

5,716

10,000

〔新庁舎イメージ図〕
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 (2) 揺るぎない安心安全プロジェクト 事業 千円

2 河川改良補助事業　（隅田川） 予算額 千円 （62p） 2 消防機械器具強化充実事業 予算額 千円 （74p）

　浸水等被害を防止するため、隅田川（久米地区）を改修します。

【主な内容】 活動多目的車などを更新し、機動力の強化充実を図ります。

○護岸工　（Ｌ＝45ｍ　左岸） 【主な内容】

○消防ポンプ自動車 (北部出張所) ○消防活動多目的車 (北部出張所)

2 排水路改良事業 予算額 千円 （63p） ○資機材搬送車 (中央消防署)

　排水路改良による雨水・浸水対策を実施します。

【主な内容】 2 救急業務高度化推進事業 予算額 千円 （74p）

○排水路改良工事　（樋口地区）

安心安全を守ります。

2 砂防・急傾斜対策事業 予算額 千円 （63p） 【主な内容】

　県が実施する砂防・急傾斜対策など土砂災害防止事業費の一部を負担します。 ○高規格救急車 (北消防署)

【主な内容】 ○油圧救助資機材 (中央消防署)

○砂防事業 1地区　（河原畑川（八代地区）） ○救急救命士養成 (2名)

○急傾斜事業 4地区　（大島居守、内谷、安田上、御所尾原）

2 重 小学校耐震化事業 予算額 千円 （68p） 2 通信指令強化充実事業 予算額 千円 （74p）

　安心安全な教育環境確保のため、耐震性の低い小学校施設の耐震改修工事を行います。 　消防団の機能強化を図るため、デジタル携帯無線機及び簡易無線機を整備します。

【主な内容】 【主な内容】

○耐震改修工事 17校 ○デジタル携帯無線機　（34台） ○簡易無線機　(371台)

（徳山・遠石・今宿・久米・菊川・櫛浜・

 夜市・戸田・岐山・周陽・秋月・大津島・ 2 消防団機械器具強化充実事業 予算額 千円 （75p）

 桜木・富田西・福川南・高水・八代）

強化充実を図ります。

【主な内容】

○小型動力ポンプ付積載車　（3台、富岡・川崎・阿田川機庫）

○消防用ホース　（58本、市内13機庫）

2 重 中学校耐震化事業 予算額 千円 （69p） 2 消防施設整備事業 予算額 千円 （75p）

　安心安全な教育環境確保のため、耐震性の低い中学校施設の耐震改修工事を行います。

【主な内容】 心安全を守ります。

○耐震改修工事 6校　（鼓南・岐陽・住吉・菊川・桜田・周陽） 【主な内容】

○久米機庫整備工事 ○消防本部空調設備更新工事

高規格救急車や救急資機材の更新整備、救急救命士養成等に取り組むことにより、市民の

8,850

老朽化した消防施設の改修・整備により、円滑な消防事務及び消防体制を確保し、市民の安

54,274

20,000

42,127

32,680

2,494,739

102,750

134,520732,148

49,101

複雑多様化する災害に対応するため、老朽化した消防ポンプ自動車や資機材搬送車、消防

複雑多様化する災害に対応するため、老朽化した消防団の車両等を更新整備し、機動力の

〔徳山小学校耐震改修工事〕
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 (3) 自立した地域づくりプロジェクト 事業 千円

3 自主防災組織育成事業 予算額 千円 （34p） 3 コミュニティ推進事業 予算額 千円 （37p）

　住民の連帯意識の高揚を図り、住みよい地域社会を形成していくため、周南市コミュニティ推

防災力向上を図るため、自主防災組織を対象に災害図上演習等を実施します。 進連絡協議会や31地区のコミュニティ推進組織の自主的・主体的な活動を支援します。

【主な内容】 【主な内容】

○自主防災組織育成補助金 ○自主防災組織育成事業委託 ○コミュニティ活動推進費補助金

○コミュニティふるさとイベント事業費補助金

3 避難行動支援事業 予算額 千円 （35p）

3 ふるさと振興事業 予算額 千円 （38p）

具転倒防止器具設置の支援を、自主防災組織と協働で実施します。

【主な内容】 の運営を支援します。

○家具転倒防止器具設置委託 【主な内容】

○周南市ふるさと振興財団運営費補助金

3 自治会関係経費 予算額 千円 （37p）

　自治会連合会や自治会の活動を積極的に支援することにより、住民自治を推進します。 3 地域づくり支援事業 予算額 千円 （38p）

【主な内容】 　地域づくり活動への参画意識の啓発や、主体的な地域づくり会議への支援、地域づくりアドバ

○自治会連合会補助金 イザーの派遣など、持続可能な地域コミュニティの形成に向けて、地域住民が主体となり活発に

○市広報等配布報償金 展開されるよう支援します。

○自治会連合会や自治会に対する各種支援 【主な内容】

○各地区への地域づくり支援アドバイザーの派遣

3 市民活動推進事業 予算額 千円 （37p） ○地域づくりのコーディネート役の育成

　市民活動の支援拠点として市民活動支援センターを運営し、

市民の自主的・主体的な取り組みの活性化を図ります。 3 老人クラブ助成事業 予算額 千円 （48p）

【主な内容】 　地域に根付いた老人クラブが保有している知識や経験を生かした仲間づくりや生きがい活動、

○市民活動促進協議会の運営 生涯スポーツなどを推進するため、老人クラブの活動を支援します。

○市民活動に対する相談等各種支援 【主な内容】

○老人クラブ活動費補助金

3 コミュニティ等の中核的人材育成事業 予算額 千円 （37p） 3 重 櫛浜公民館整備事業 予算額 千円 （70p）

　コミュニティ推進組織をはじめ、様々な分野で活動する市民 　老朽化した櫛浜公民館・支所を、平成27年秋の供用

活動団体を支える中核的人材を育成するため、イベント企画、 開始を目指して整備します。

経理等の団体運営に関する講座を開催します。 【主な内容】

【主な内容】 ○施設整備工事

○市民活動団体の運営に関する講座の開催 ○既存施設解体工事

○開催講座のＤＶＤライブラリー作成、貸出等

2,120

1,000

82,154

395,827

15,162

自主防災組織の設立経費及び活動費の一部を補助し、地域組織の育成強化とともに、地域

住民を対象とした家具転倒防止器具設置講座の実施や、避難行動要支援者を対象とした家

市民自らが行う地域づくり活動の振興を目的とする「公益財団法人周南市ふるさと振興財団」

28,258

7,693

1,758

6,228

2,412

〔建設中の櫛浜公民館〕

〔情報発信講座の様子〕

〔市民活動交流フェスタの様子〕

- 13 -



 (4) まちじゅう賑わいプロジェクト 事業 千円

4 重 観光振興事業 予算額 千円 （39p） 8 拡 スポーツ・レクリエーション行事開催事業 予算額 千円 （40p）

　工場夜景をはじめとした夜型観光の推進及び広域エリア 　だれもが気軽に参加でき、スポーツを楽しめる、地域の特色を活かしたイベントを開催します。

での観光連携を図るとともに、一般財団法人周南観光コン 【主な内容】

ベンション協会の運営を支援するなど官民協働による観光 ○くまげ鶴の里ウオーク大会開催交付金

事業の推進に取り組みます。 ○大津島ポテトマラソン開催交付金

【主な内容】 ○ウエスタンリーグ開催交付金

○周南・下松・光広域観光連携推進協議会負担金 ○津田恒実杯軟式野球大会開催交付金　[新規][新規][新規][新規]

○周南観光コンベンション協会運営費補助金

6 新 公共交通ネットワーク形成事業 予算額 千円 （45p）

4 重 コンベンション推進事業 予算額 千円 （39p）

　地域経済の活性化を図るため、コンベンションの誘致活 共交通網の形成を進めます。

動を行うとともに、市内で開催されるコンベンションへの支 【主な内容】

援、アフターコンベンションの強化・充実等に取り組みます。 ○地域公共交通会議交付金 ○中山間地域生活交通検討会の開催

【主な内容】

○コンベンションガイドブック等作成 4 中心市街地商業活性化事業 予算額 千円 （55p）

○コンベンション開催補助金 　中心市街地商業の活性化を図るため、市民団体が中心市街地で行うイベント等の活動や、空

き店舗対策や情報発信など商業を中心とした賑わいを創出する事業を支援します。

8 美術博物館特別展覧会等開催事業 予算額 千円 （40p） 【主な内容】

○まち輝き活動団体育成事業費補助金 ○中心市街地商業活性化補助金

アート・ナウ」を開催します。

【主な内容】 4 動物園魅力拡大「ズー夢アップ２１」実施事業 予算額 千円 （59p）

○「（仮称）まど・みちお展」　　開催期間：平成27年11月13日～平成28年1月17日（予定）

だける企画・プログラムを提供します。

4 美術博物館企画事業助成事業 予算額 千円 （40p） 【主な内容】

　「林忠彦賞」の運営や公益財団法人周南市文化振興財団の企画事業を支援します。 ○投げエサの販売

【主な内容】 ○動物ふれあいプログラムの実施　（ぱくぱくタイム、フライトショーなど）

○「林忠彦賞」の運営 ○平成28年中開園予定の動物ふれあい施設「(仮称)こども動物園」での体験プログラム準備

○「（仮称）滝平 二郎展」　　開催期間：平成27年6月12日～7月26日（予定）

○「（仮称）みんなの大新幹線展」　　開催期間：平成27年7月31日～9月13日（予定） 4 動物園リニューアル事業 予算額 千円 （59p）

　徳山動物園の第1工区（北園）の整備工事及び

8 新 スポーツ交流地域活性化推進事業 予算額 千円 （40p） 第2工区（南園）の実施設計を行います。

【主な内容】

り、スポーツ交流を通じた地域活性化を推進し、地域スポーツ人口の拡大を図ります。 ○自然学習館や野鳥観測所等の整備

【主な内容】 ○第2工区の実施設計

○スポーツ交流おもてなし推進業務委託

11,394

入園者の増加を目指して、動物エサやりなどの体験を通じてお客様が楽しさを実感していた

多様な関係者で構成する地域公共交通会議において協議し、持続可能な利便性の高い公

14,323

35,690 2,750

1,860

16,712

美術博物館開館20周年記念として「（仮称）まど・みちお展」や、市民作家による「しゅうなん

トップアスリートとの交流機会の創出やスポーツボランティアによるおもてなし事業の実施によ

6,414

209,387

8,302

16,500

〔動物園リニューアルのイメージ〕

〔全国工場夜景サミットの様子〕
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 (4) まちじゅう賑わいプロジェクト 事業 千円  (5) 産業活力・富の創造プロジェクト 事業 千円

4 港湾整備県事業負担金（現年分） 予算額 千円 （63p） 5 拡 地場産業振興事業 予算額 千円 （55p）

　県が実施する徳山下松港の港湾建設に係る 　公益財団法人周南地域地場産業振興センターの管理運営費及び新商品開発支援事業費の

事業費の一部を負担することで、施設利用者及 一部を負担します。

び海上輸送の安全性・効率性の向上と、周南 　山口県をはじめ関係団体と共催で、やまぐち総合

コンビナートの国際競争力の強化を図ります。 ビジネスメッセを開催します。

【主な内容】 【主な内容】

○港湾県事業負担金 ○地場産業振興センター管理費負担金

（フェリーターミナル調査測量設計、 ○やまぐち総合ビジネスメッセ開催費負担金　[新規][新規][新規][新規]

　海岸高潮対策など県事業負担金） 開催期間：平成27年10月30日・31日（予定）

8 新 集約型まちづくり推進事業 予算額 千円 （64p） 5 拡 水素利活用推進事業 予算額 千円 （56p）

　周南コンビナートで大量に生み出される水素エネルギーを生かして、各種講演会や出前講座

都市機能の集約や居住誘導を図る施策等を検討します。 の開催など市民への普及・啓発に努め、水素を活用した産業振興と地域づくりに取り組みます。

【主な内容】 　新たに燃料電池自動車(水素自動車)の公用車への導入や、市民の購入費を補助します。

○立地適正化計画検討業務委託 【主な内容】

○講演会や出前講座の開催

4 重 徳山駅周辺整備事業 予算額 千円 （67p） ○燃料電池自動車の公用車購入、市民への普及促進補助金　[新規][新規][新規][新規]

　快適で利便性の高い徳山駅周辺整備を進め、

都市の拠点づくりを行うことにより、中心市街地

の活性化を図ります。 5 拡 地産地消促進事業 予算額 千円 （56p）

【主な内容】

○現徳山駅ビルの解体 地消の推進を図ります。

○（仮称）新徳山駅ビルの建設工事 　新たに地産地消推進協議会を中心に、新商品・地産地消

　（H27～H29） メニュ－づくりなどに取り組みます。

【主な内容】

○地産地消推進店、しゅうなんブランドの認定

4 重 中心市街地活性化事業 予算額 千円 （67p） ○地産地消推進協議会交付金　[新規][新規][新規][新規]

と連携して、中心市街地の活性化を図ります。

【主な内容】 5 道の駅管理運営事業 予算額 千円 （56p）

○歩行者優先道路化の検討 ○銀南街リニューアル事業道路整備工事 　道路利用者の利便性の向上や地域の活性化、農林水産業の振興等を目的に設置した「道の

駅ソレーネ周南」を運営します。

【主な内容】

○道の駅ソレーネ周南の指定管理料

地産地消推進店しゅうなんブランドの認定など、安全な地元農産物等の供給を支援し、地産

135,382

集約型まちづくりに向けた総合的なマスタープランである「立地適正化計画」の策定に向け、

64,457

1,786,888

17,499

14,803

10,900

1,147

中心市街地活性化基本計画に基づき、中心市街地活性化協議会や株式会社まちあい徳山

59,000

〔（仮称）新徳山駅ビル整備イメージ〕

〔周南地域地場産業振興センター〕

〔地産地消推進店シンボルマーク〕
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 (5) 産業活力・富の創造プロジェクト 事業 千円  (6) 中山間地域振興プロジェクト 事業 千円

5 経営体育成基盤整備調査事業（県営事業・長穂地区） 予算額 千円 （57p） 6 拡 ＵＪＩターン促進事業 予算額 千円 （32p）

　農地の集積を図り、効率的かつ安定的な経営体を育成

するため基盤整備を行います。 ＰＲビデオを制作し、田舎暮らし等の希望者に周南市をＰＲします。

【主な内容】 【主な内容】

≪長穂地区　　施行予定農地面積　約60ha≫ ○ＰＲビデオ制作　[新規][新規][新規][新規] ○移住・定住促進フェア等への参加

○公共用地調査事務

○事業計画・換地計画ヒアリング 6 拡 中山間地域定住促進事業 予算額 千円 （38p）

5 鳥獣被害防止対策事業 予算額 千円 （57p） 地域への移住定住を促進します。

　移住者等が行う空き家の改修や家財道具の処分費等を助成します。　※26年度3月補正計上

に、有害鳥獣捕獲隊による捕獲等により、被害軽減及び未然防止に取り組みます。 【主な内容】

【主な内容】 ○「里の案内人」のスキルアップ研修等の開催

○有害鳥獣報償金 ○有害鳥獣捕獲委託 ※中山間地域移住者受入体制整備事業補助金（空き家改修費補助等）　　[拡充][拡充][拡充][拡充]

○被害防止施設等整備事業補助金 　 (3月補正計上)

5 公有林保育事業 予算額 千円 （57p） 6 拡 中山間地域戦略プロジェクト事業 予算額 千円 （38p）

　市有林の健全育成のため、下刈りや間伐、造林等の保育施業を実施し、基本財産の造成と森

林の有する公益的機能の増大を図ります。 組みをきめ細かく支援します。

【主な内容】 　移住者等による中山間地域での起業に対して助成します。　※26年度3月補正計上

○市有林保育委託　（下刈、間伐等） ○作業路開設委託 【主な内容】

○夢プランの策定支援、実践活動支援

5 漁港海岸保全施設整備事業　（福川漁港） 予算額 千円 （58p） ※中山間地域起業等促進事業補助金（移住者等による起業補助）　　[拡充][拡充][拡充][拡充]

　波浪や高潮等の被害を未然に防止し、地域住民の 　　(3月補正計上)

安心安全を守るため高潮対策事業を行います。 6 離島活性化プロジェクト事業 予算額 千円 （38p）

【主な内容】

○排水機場建設 に向けた取り組みを進めます。

【主な内容】

○移住交流等を促進する島の祭典（アイランダー）への参加

○住民の暮らしを守る仕組み・体制の検討

5 水産物供給基盤機能保全事業　（大津島漁港） 予算額 千円 （58p）

　施設の長寿命化を図るため、保全計画に基づき防波堤の工事を実施します。 6 ふるさとスローツーリズム推進事業 予算額 千円 （39p）

【主な内容】

○防波堤保全工事 推進組織となる「周南学びの旅推進協議会」と連携して都市農山漁村の交流を促進します。

【主な内容】

○周南学びの旅推進協議会への交付金

1,300

5,742

11,405

鳥獣被害防止計画に基づき、有害鳥獣捕獲の奨励と被害防止施設等の普及に努めるととも

持続可能な中山間地域の実現に向けて、「地域の夢プラン」の策定やその実現に向けた取り

人口減少や高齢化の進行が著しい大津島地区において、地域コミュニティの再生や活性化

地域資源を活用した体験活動やホームステイを取り入れた修学旅行等の受け入れなど、その

72,295

260,074

101,042

351

5,793 1,513

首都圏や関西圏で開催される移住・定住促進フェア等に参加するとともに、ホームページ用

465

移住の橋渡しをする「里の案内人」のスキルアップや移住に関する制度のＰＲにより、中山間
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 (6) 中山間地域振興プロジェクト 事業 千円  (7) 将来に向けた行財政経営プロジェクト 事業 千円

6 新 大道理夢求の里交流館管理運営事業 予算額 千円 （39p） 7 職員研修事業 予算額 千円 （33p）

　地域の主体的、総合的な地域づくりを支援するため、平成 　職員の資質向上と組織の活性化を図ります。

26年度に開館した「大道理夢求の里交流館」の管理運営を 【主な内容】

地元の団体に委託します。 ○専門研修機関への派遣 ○他自治体との人事交流

【主な内容】

○大道理夢求の里交流館の指定管理料

7 職員メンタルヘルス事業 予算額 千円 （34p）

　職員の健康管理やメンタルヘルス疾患の早期発見・治療、予防啓発を実施し、健全な組織体

6 離島航路対策事業 予算額 千円 （44p） 制を確立し、安定した市民サービスを提供します。

　離島航路の安定維持と利用促進を図るため、大津島巡航 【主な内容】

株式会社の運営費を補助します。 ○メンタルヘルス相談業務委託 ○職員のストレスチェック

【主な内容】

ｖ ○大津島巡航株式会社の運行欠損に対する補助

7 公共施設マネジメント推進事業 予算額 千円 （36p）

　公共施設再配置計画の着実な進捗を図る中で、進行や予防保全による施設の長寿命化など、

公共施設のマネジメントを推進します。

6 生活交通活性化事業 予算額 千円 （45p） 【主な内容】

○公共施設点検マニュアル作成 ○公共施設再配置計画啓発冊子の作成

の利用拡大に取り組みます。

【主な内容】

○鹿野地域等乗合タクシー運行委託 ○大津島生活交通運行委託 7 固定資産台帳整備事業 予算額 千円 （36p）

5 新規就農支援事業 予算額 千円 （56p） 整備します。

【主な内容】

研修機関等で研修を受ける人を支援します。 ○固定資産台帳整備業務委託

【主な内容】

○新規就農者等への給付金 ○先進指導農家への補助

7 基金管理事業 予算額 千円

6 新 鹿野桑原線整備事業（過疎対策事業） 予算額 千円 （61p） 　財政の健全性を堅持するため、基金を積立てます。

　道路の幅員が狭く車の離合に支障がある鹿野桑原線を 【主な内容】

拡幅改良します。 ○財政調整基金積立金　　255,520千円 ○庁舎建設基金積立金　　151,702千円

【主な内容】

○拡幅改良工事　（Ｌ＝50ｍ、Ｗ＝5ｍ）

15,63412,091

1,482

20,000

鹿野地区等の乗合タクシーや大津島地区の島内交通等を運行するとともに、公共交通機関

農業経営の担い手を育成するため、農業経営開始直後の人や、就農を目指して先進農家や

資産・負債等のストック情報や、減価償却費・引当金等のコスト情報を備えた固定資産台帳を

4,057

19,202

9,611

598,385

135,680

21,840
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 (8) 分野別計画の重点事業

≪教育、生涯学習≫ 8 拡 学校図書館活用推進事業 予算額 千円 （72p）

8 国際交流事業 予算額 千円 （39p） 　司書資格を有する経験豊富な学校図書館司書や、学校図書館指導員を小中学校に配置し、

ｖ 　姉妹都市デルフザイル市に、中高生及び料理人による友好親善訪問団を派遣します。 読書活動の推進と学習支援の充実を図ります。

市内における多文化共生を推進するため、国際交流サロン及び国際交流フェスタを開催します。 【主な内容】

【主な内容】 ○学校図書館司書配置　（9名）　[拡充][拡充][拡充][拡充]

○姉妹都市派遣訪問団補助金 ○国際交流サロン等運営交付金

3 拡 コミュニティ・スクール事業 予算額 千円 （72p）

8 臨 回天記念館整備事業 予算額 千円 （40p） 　地域の学習拠点として、市内全小中学校に学校運営

　回天記念館周辺の環境整備を実施します。 協議会（コミュニティ・スクール）を設置し、保護者や地

【主な内容】 域住民、教職員が協働で実践する地域に開かれた学

○前庭整備 校づくりを推進します。

○防護柵設置 【主な内容】

○コミュニティ・スクール交付金

○コミュニティ・スクールコンダクターの配置　（1名）

　[拡充]　[拡充]　[拡充]　[拡充]

8 拡 私学等助成事業 予算額 千円 （68p）

　桜ケ丘学園及び徳山大学の運営費の一部を補助することにより、私学運営の拡充を図ります。

　また、平成27年度から2年間、桜ケ丘学園の校舎耐震改修事業の一部を補助します。 8 生活困窮者自立支援事業 予算額 千円 （47p）

【主な内容】

○桜ケ丘学園運営費補助金 ○徳山大学奨学生制度補助金 を実施します。

○桜ケ丘学園耐震改修事業費補助金　[新規][新規][新規][新規] 【主な内容】

○生活困窮者自立支援事業委託 ○就労支援員の配置　（2名）

8 重 学び・交流プラザ整備事業、管理運営事業 予算額 千円 　（70、71p）

　周南市の生涯学習の拠点施設として「学び・交流プラザ」を、平成27年春に供用開始します。 8 臨 臨時福祉給付金支給事業 予算額 千円 （47p）

利用者の利便性を図るため、旧新南陽図書館を解体し、駐車場を整備します。 　消費税率引き上げの影響等を踏まえ、所得の低い方に適切な配慮を行うため、臨時的な措置

【主な内容】 として給付金を支給します。

（学び・交流プラザ整備事業） （学び・交流プラザ管理運営事業） 【主な内容】

○旧新南陽図書館解体工事 ○施設管理業務委託 ○給付金　　対象者1人につき6千円

○駐車場整備工事 ○設備保守業務委託

8 臨 全国健康福祉祭やまぐち大会開催推進事業 予算額 千円 （48p）

8 臨 世界ジャンボリー歓迎交流事業 予算額 千円 （71p） 　平成27年10月開催の全国健康福祉祭やまぐち大会「ねんりんピックおいでませ！山口2015」

の大会運営及び健康づくり教室、おもてなしイベント等を行います。

のスカウト約2,000人と交流事業を行います。 ≪周南市開催予定種目≫

【主な内容】 ○テニス、ペタンク、ソフトバレーボールの3種目

○通訳者への謝礼 開催期間：平成27年10月17日～10月20日

山口県で開催される第23回世界スカウトジャンボリーの期間中、市内の小中学校等で国内外

生活保護に至る前の自立支援として、相談支援や住居を確保するための給付金の支給など

15,496

54,345

156,369

4,568

174,000

52,732

23,456

5,300

4,101

20,000

≪福祉・保健・医療≫
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 (8) 分野別計画の重点事業

≪福祉・保健・医療≫ ≪都市基盤、環境共生≫
8 拡 障害者相談支援事業 予算額 千円 （49p） 8 拡 合併処理浄化槽整備推進事業 予算額 千円 （41p）

送ることができるよう支援します。 確保に努めます。

　新たに障害者等の相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターを設置します。 　新たに浄化槽を適正に管理する経費の一部を助成します。

【主な内容】 【主な内容】

○障害者総合相談支援業務の委託 ○基幹相談支援センターの運営委託　[新規][新規][新規][新規] ○合併浄化槽設置費補助金　（25,302千円　50基）

○浄化槽適正管理推進補助金　（20,000千円　2,000世帯）　[新規][新規][新規][新規]

2 地域医療対策事業 予算額 千円 （52p）

8 地球温暖化を防ぐまちづくり事業 予算額 千円 （41p）

に、入学資金及び就学資金を貸し付けます。

【主な内容】 「しゅうなんエコチャレンジ」、みどりのカーテン設置事業を実施します。

○修学資金及び入学資金奨学金　（新規募集人員 1人） 【主な内容】

○環境フェスタｉｎ周南開催交付金 ○しゅうなんエコチャレンジ

2 休日夜間急病診療所運営事業 予算額 千円 （52p）

8 臨 処理困難物選別施設整備事業 予算額 千円 （42p）

急病診療所を管理・運営等により、救急医療体制を確保します。

【主な内容】 設に改修します。

○診療時間 ： 休日9時～17時、夜間19時～22時 【主な内容】

○診療日 ： 休日（日、祝、8月15日、12月31日～1月3日）及び夜間（毎日） ○ごみピット埋立工事 ○設備撤去工事

8 がん検診事業 予算額 千円 （54p） 8 新 勝間原団地第１幹線整備事業 予算額 千円 （61p）

　がんの早期発見・早期治療のために検診を実施するとともに、事後指導を実施します。 　歩行者が安全に通行できるよう、勝間原団地第1幹線に歩道を設置します。

【主な内容】

ン券をお送りします。 ○調査設計 ○測量設計

【主な内容】

○各種がん検診　（胃がん・子宮がん・乳がん・肺がん・大腸がん・前立腺がん） 8 永源山公園整備事業 予算額 千円 （65p）

8 成人保健指導事業 予算額 千円 （54p）

整備を行います。

【主な内容】

○プール広場リニューアル工事

ライフチャレンジ」事業を推進します。 ○地下埋設電線管改築工事

【主な内容】

○健康づくりチャレンジの実施

公園利用者の利便性向上を図るため、永源山公園の

プール施設や電線管など更新や補修が必要な施設の

地域医療の充実に資するため、将来、市内の指定医療機関に医師として従事しようとする人

休日及び夜間における急病患者の応急的な初期救急医療（一次救急医療）を担う休日夜間

子宮がん及び乳がん検診は、特定の年齢や特定の未受診者に自己負担が無料となるクーポ

下水道事業計画区域外の水洗化推進のため、浄化槽の設置費を補助し快適な生活環境の

平成26年度で受入を停止するごみ燃料化施設フェニックスの一部をごみ処理困難物選別施

3,086

31,211

障害者や家族等からの相談窓口の充実や就労支援を促進することで、安心して地域生活を

積極的に健康の保持・増進に取り組む「しゅうなんスマート

より多くの市民が健康づくりの意識を高め、自発的にかつ

生活習慣病予防及び健康寿命を延ばすことを目的に、

18,641

13,220

4,000106,221

1,564

地球温暖化防止や省エネに対する意識向上と普及啓発のため、「環境フェスタｉｎ周南」や

45,404

86,290

79,435
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 (8) 分野別計画の重点事業  (9) 緊急雇用創出事業臨時特例交付金事業

≪都市基盤、環境共生≫ 中小企業経営基盤強化事業 予算額 千円

8 周南緑地整備事業 予算額 千円 （65p）

支援を行うことにより、企業の経営基盤強化につなげ、社員の処遇改善を図ります。

もに、徳山自動車学校跡地を仮設駐車場として整備します。 【主な内容】

【主な内容】 ○中小企業経営基盤強化事業委託

○メインエントランス整備調査設計 ○自動車学校跡地仮設駐車場整備工事

8 鹿野天神山公園整備事業 予算額 千円 （66p） 中心市街地活性化人材育成事業 予算額 千円

　鹿野地域のコミュニティ・観光・レクリエーションの拠点施設として整備します。

【主な内容】 材の育成を図ります。

○遊歩道整備工事 ○植栽工事 【主な内容】

○中心市街地活性化人材育成業務委託

8 重 久米中央土地区画整理事業 予算額 千円 （66p）

形成し、都市基盤の強化を図ります。

【主な内容】

≪平成27年度末事業進捗率見込み　98.4％≫

○建物等移転補償

○宅地整地

○街路築造

○換地設計

8 重 富田西部第一土地区画整理事業 予算額 千円 （66p）

形成し、都市基盤の強化を図ります。

【主な内容】

≪平成27年度末事業進捗率見込み　96.9％≫

○建物等移転補償

○街路築造

○宅地整地

都市計画道路を根幹とした公共施設と周辺宅地を一体的に整備し、快適で良好な市街地を

周南地域地場産業振興センターにおいて、中小企業に個別アドバイスや販路拡大に向けた

中心市街地の活性化を推進するため、まちづくりを担う人材及び民間の活性化事業を担う人

公園利用者の利便性向上を図るため、メインエントランスの整備に向けた調査設計を行うとと

28,963

13,000

896,247

555,046

4,000

26,365

都市計画道路を根幹とした公共施設と周辺宅地を一体的に整備し、快適で良好な市街地を
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 (10) 地域住民生活等緊急支援交付金事業　（平成26年度3月補正予算計上）

プレミアム付商品券
プレミアム付市内共通商
品券発行事業

プレミアム付市内共通商品券発行に対する補助
　　　○10％プレミアム付きの商品券発行

50,000 50,000

市独自事業 住宅リフォーム助成事業
市内業者を利用した住宅リフォームの助成
　　　○市内共通商品券を交付

103,623 101,654

153,623 151,654

総合戦略策定 総合戦略等策定事業
地域版総合戦略の策定
　　　○人口構造・産業構造等調査分析、会議出席者謝礼

11,209 10,000

少子化対策 婚活・子育て応援事業
婚活から結婚、出産、子育てを総合的に支援
　　　○子育て支援サイト開設、子育て応援ミーティング、移動式赤ちゃんの駅整備

7,930 7,000

地域しごと支援 地域雇用マッチング事業
若者や女性、ＵＪＩターン等で求職者の就業を支援
　　　○地域雇用マッチング業務の委託

23,350 20,815

ＵＪＩターン促進事業
ＵＪＩターンによる移住定住促進ＰＲ用グッズの作成
　　　○移住・定住促進グッズ等作成の委託

1,000 900

中山間地域移住者受入体
制整備事業

中山間地域移住者への空き家改修及び家財撤去費用を助成
　　　○中山間地域移住者受入体制整備事業補助金

4,100 4,000

創業支援
中山間地域起業等促進事
業

中山間地域移住者が空き家等を活用した起業に対する助成
　　　○中山間地域起業等促進事業補助金

12,086 11,000

ズー夢アップ21事業 動物園において ICT（AR機能
※1

）を活用した新たな楽しみ方を情報提供
　　　○ICT‐ZOO業務の委託

10,000 9,900

コンベンション推進事業 ユニークベニュー
※２

を活用したコンベンション開催可能性調査やプランづくり
　　　〇ユニークべニュー調査業務の委託

3,003 3,000

地域づくり推進計画策定
事業

新たな市民活動・地域づくりの推進計画の策定
　　　○地域づくり推進計画策定業務委託

5,476 5,200

エネファーム設置費補助
事業

家庭用燃料電池システム（エネファーム）設置に対する補助
　　　○エネファーム設置費補助　（1基あたり10万円）

10,031 10,000

88,185 81,815

241,808 233,469

小　　　　　　計

（単位　千円）

予算額 交付金額主　　な　　内　　　容

※1　ＡＲ機能　…　拡張現実。コンピュータ等を利用して、現実の風景にさまざまな情報を重ねあわせて表示する技術。
※2　ユニークベニュー　…　神社や仏閣、歴史的建造物や公的空間等で、会議・レセプションを開催することで、参加者に特別感や地域特性を演出できる会場。

合　　　　　　　　　　計

区　　　分

地
域
消
費
喚
起
・

生
活
支
援
型

地
方
創
生
先
行
型

事　　業　　名

ＵＩＪターン助成

観光振興

市独自事業

小　　　　　　計
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