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『協働のまちづくりブランド』

『千客万来のはつかいちブランド』

『はつかいちっ子ブランド』

『はつかいち新活力ブランド』

『はつかいちエコブランド』

『「3S（スリーエス）」の市役所づくり

　　　　　　（Small Smart  Strong）』

『市民との「つながり」を大切にする行政』

『「市民本位のサービス」を提供し続ける行政』

『量から質へ、成果を重視する「戦略的」な行政』

市政運営の基本的考え方 
　このまちにある豊かな自然、人材、文化を生かし、子どもたちに夢と希望のあるまちを引き継ぐため、

人と人、地域と地域の「つながり」をまちづくりのエネルギーとして、まちに様々な「にぎわい」をつ

くり、市民とともに住むことに誇りの持てるまちづくりを推進します。 

つくりましょう！　つながり　にぎわう　明日のはつかいち 

5つのまちづくり戦略 市役所の仕事の見直し 

【まちづくりの理念】 

平成20年度 
予算の概要予算の概要 
平成20年度 
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平成20年度の
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市民の皆様に
お知らせするために
特集を組みました

平成20年度の
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みんなで安心・安全に取り組みます

佐伯支所を地域の拠点に
つくりなおします

地域の活動を応援します

2 はつかいち　予算特集号

自治振興部　自治振興課 30－9137

「地域で困ってることを解決したい」
「楽しいイベントがあったらいいな」
「こんなまちにしたい！」などの地域課題を
市役所もはいって、みんなでいっしょに考えま
す。その中で出てきた解決アイデアを基に地域
や市役所の役割を決めて協力して実行していき
ます。

域の活動を盛り上げていく
ために

地域提案型協働事業助成金
2,480万円

自分たちでまちづくりの計画をつくります

いろいろな技術や知識、経験をもった地域の
人が集まって、自分たちの地域をどんな「まち」
にしたいかを話し合って計画をつくります。
廿日市地域（全11地区）、佐伯地域（全４地

区）、宮島地域（全１地区）は、平成19年度ま
でに作成しました。
平成20年度は、大野地域と吉和地域で計画づ
くりに取り組みます。

地区別実施計画策定支援補助金
660万円

地

佐伯支所の３階を地域のみんなが集まれる場
所にするため、必要なものや間取りなどをみん
なで話し合って図面をつくります。

地域づくり拠点施設整備事業
517万円

各地区の地域安全協議会などが行う登下校の
見守りや防犯パトロールなどの安心・安全のた
めの各種活動を支援します。

地域安全協議会補助金
103万円

地区別実施計画

話し合いの様子

佐伯支所



特定健診を行います

これからの高齢者福祉の
方向性を決めます

地域の医療体制を確保します

3平成20年度予算の概要

福祉保健部　健康推進課 20－1610

もが安心できる医療を受け
られるために

誰

吉和地域で安心して医療を受けることができ
るよう、吉和診療所を運営します。
（平成15年度から開設しています）

吉和診療所の運営
6,569万円

宮島地域で安心して医療を受けることができ
るよう、宮島診療所を設置しています。
（平成10年度から開設しています）

宮島診療所の運営
394万円

初期の救急診療体制を確保するため、あいプ
ラザ内の休日・夜間急患診療所を運営します。
（平成14年度から開設しています）

休日・夜間急患診療所の運営
5,174万円

休日・夜間の重症救急患者を、JA広島総合
病院で診てもらっています。

広島総合病院の支援
2,357万円

休日の医療を確保するため、医師会に順番で
休日診療をお願いしています。

休日当番医の確保
344万円

地域医療の拠点であるJA広島総合病院の医
療機器の整備を支援します。

広島総合病院の支援
3,000万円

福祉保健部　保　険　課　30－9159
健康推進課　20－1610

タボ対策のためにメ

メタボリックシンドロームの予防のための健
診と保健師や栄養士による保健指導を各地域で
行います。市民の皆さんの生活習慣病を予防す
ることで、医療費の適正な運用を進めます。

特定健康診査等事業
（国民健康保険特別会計）

3,789万円

福祉保健部　高齢介護課 30－9155

齢者福祉の推進のために高

高齢者が安心して暮らすことができるまちづ
くりを進めるため、平成17年度につくった高齢
者保健福祉計画と介護保険事業計画の見直しを
行います。医師や福祉関係者、市民の代表者な
どによる委員会で、今後の高齢者福祉のあり方
や介護保険料の金額などを検討します。

高齢者保健福祉計画等策定事業
203万円



4 はつかいち　予算特集号

妊婦健診の受診券を交付します

これからの児童福祉の
方向性を決めます

福祉保健部　児童課 30－9153

子育て環境をよりよくするため、児童福祉に
関する計画をつくります。今年度は市民の皆さ
んが子育てについてどのように考えているのか
調査を行います。

育てしやすい環境をつくる
ために

地域行動計画策定事業（H20～H21）
120万円

私立保育園が開園します

０～２歳児を受け入れる民間の保育園の運営
費を負担します。対象の保育園は下平良一丁目
の広島信用金庫ビルに６月開園予定です。その
ほかに公立の保育園には22億497万円を使って
運営します。

私立保育園運営負担金
6,290万円

子

妊婦健診の受診券を２回分から５回分に増や
すことで、元気な赤ちゃんを産みやすいよう援
助します。

妊婦健康診査受診券の交付
2,673万円

赤ちゃんのいる家庭を
全戸訪問します

赤ちゃんが生まれた全ての家庭をママフレン
ド（母子保健推進員）や市の保健師が訪問し、
親子の健康や育児について相談を受けたり、助
言を行ったりします。これにより、安心して育
児ができる環境をつくり、子どもの健やかな成
長を支援します。

こんにちは赤ちゃん事業
154万円

福祉保健部　児童課 30－9154

福祉保健部　健康推進課 20－1610

福祉保健部　健康推進課 20－1610



図書館の本を増やします

新しい取り組みをはじめます

5平成20年度予算の概要

子どもが大人との交流を通じて、ルールや自
ら考えて行動できる力を身につけ、また、戸外
でいきいきと活動できるよう、農山村など他地
域で、宿泊や地域行事への参加、自然体験活動
などを行います。

チャレンジ学校づくり支援事業
100万円

小中学生の文化・スポーツ活動を応援するた
めに、各分野で活躍した子どもたちを表彰する
「はつかいち文化スポーツ賞」を始めます。

はつかいち文化スポーツ賞の創設
49万円

教育部　教育指導課 30－9207

教育部　文化スポーツ課 30－9206

放課後児童が安心して学習できる居場所をつ
くるため、地域のボランティアが、子どもたち
の学習や生活習慣などの指導を行います。

放課後はつかいち寺子屋塾事業
（放課後子ども教室）

289万円

教育部　生涯学習課 30－9204

教育部　はつかいち市民図書館 20－0333

のある生活をおくるために本

幅広い分野の本を13,000冊購入します。子ど
もの頃から本に親しめるよう絵本を2,500冊購
入します。

図書館活動事業
2,585万円



森林を復活させます

ごみを減らしましょう

環境を守る計画をたてます

6 はつかいち　予算特集号

みを減らして環境を守るた
めに

ご

廿日市市に適した新しいエネルギーの導入や
活用について、計画をつくります。

地域新エネルギービジョンの策定
781万円

ごみの減量化、リサイクルを進めるため、
・リサイクル講座の開催
・リサイクルフェスタ開催
・資源回収報奨金の交付
・生ごみ堆肥化容器購入費の助成
・生ごみ処理機購入費の助成
などを行います。

ごみ減量化促進対策事業
813万円

環境産業部　環境政策課 30－9133

環境産業部　農林水産課 30－9148

を守るために緑

手入れ不足などで荒れてしまった森林を再生
させるため、元気な森づくりに取り組みます。
森林は、災害を防いだり、水を蓄えたり、地
球温暖化を防いだりするなど、私たちの生活に
とって大切な働きをしています。
森林を元気にするために、さまざまな活動を
支援します。
・手入れ不足の山林は、日光が差し込みません。
地表に日光が入り込みやすくするため、適当
な間隔で木を伐採（間伐）し、樹木の健全な
成長を高めます。
・切った材木を使って、ベンチなどを作ります。
（間伐材の活用）
・みんながもっと森林のことを知って、森林を
守る活動します。

ひろしまの森づくり事業
5,992万円

新しい税を検討します

分権政策部　総合政策課 30－9126

島を守るために宮

年間300万人が訪れる世界文化遺産・厳島神
社のある宮島の美しい自然、歴史や文化を守る
ため、新しい税などを導入することができるか
どうかを考えます。

新税導入の検討
38万円

環境産業部　環境政策課　30－9132
地域温暖化防止推進室　　

30－9147

ひろしまの
森づくり
キャラクター
「モーリー」

RDF製造施設

リサイクルフェスタはつかいちの様子



「はつかいち音楽祭」プレイベントを開催します

宮浜温泉地区の魅力アップを図ります

廿日市市全体の観光を
盛り上げる取り組みをします

宮島のものづくりの伝統を伝えます

宮島に伝わる盆や茶器などのロクロ細工、宮
島彫り、杓子

しゃくし

といった伝統的工芸品を展示した
り、後継者の育成事業を行ったりしている宮島
伝統産業会館みやじまん工房を平成19年度にリ
ニューアルしました。
これにより、伝統的工芸品の販売や制作実演
の見学、宮島の代表的なおみやげである杓子や
もみじ饅頭を手づくりする体験も行うことがで
きます。

宮島伝統産業会館管理事業
440万円

7平成20年度予算の概要

「もっとゆっくりしたい」「また来たい」
と思われる宮島を目指します

環境産業部　観光課 30－9141

世界遺産である宮島にはたくさんの観光客が
訪れます。宮島での滞在時間をさらに延ばし、
大切なリピーターを増やすため、心地よい、魅
力いっぱいの宮島を目指します。
今年度は
・外国語パンフレット増刷
・観光客へのアンケート調査
・トイレの清掃回数の増加
・世界遺産「原爆ドーム」や「石見銀山」と
一緒に外国に宣伝する事業

などを行います。

力的な観光地となるために

宮島の観光振興事業
281万円

魅

廿日市や佐伯、吉和、大野地域には、自然や
歴史、スポーツなどに関する観光資源がたくさ
んあります。それらの地域の観光客がもっと増
えることを目指して、全国各地、外国から宮島
に来る大勢の観光客に宮島以外の地域の魅力を
知ってもらうことや、近郊の人たちにもっと宮
島を訪れてもらう取り組みをします。
今年度は
・地域の魅力を知る講座の開催（公民館講座など）
・宮島と他の地域を結んだ新しいツアーを支援
・廿日市市全体の観光パンフレットの増刷
・廿日市市の観光を考える会議「廿日市市観
光推進会議」の開催

などを行います。

宮島を核とした市全域の観光振興事業　258万円

環境産業部　商工労政課　30－9140
観　光　課　30－9141

環境産業部　観光課 30－9142

宮島の自然と歴史文化を守り、恒久平和を願
う廿日市市民のメッセージを、音楽とともに国
内だけでなく世界に向けてアピールします。
世界的に関心が高まっている宮島から始ま

り、市内全域から周辺地域へと徐々に規模を拡
大させながら、将来的には、音楽だけでなく
「（仮称）はつかいち国際芸術祭」の実現を目指
します。
今年度は、厳島神社で、アーティストによるコ
ンサートを開催します。

はつかいち音楽祭プレイベント事業　300万円

分権政策部　総合政策課　30－9126

宮浜温泉地区が、「温泉を中心に海と山を活
かした健康的で品格のある温泉保養地」となる
ために、宮浜温泉から経小屋山へ登るトレッキ
ングコースを整備したり、グラウンドゴルフ場
の整備をしたりします。
今年度は
・トレッキングコースの整備工事
・グラウンドゴルフ場の測量・設計
を行います。

宮浜温泉地区整備事業　900万円

環境産業部　観光課　30－9142



8 はつかいち　予算特集号

野菜づくり体験塾を開きます

JR阿品駅にエレベーターを設置します

ＪＲ廿日市駅周辺を整備します

建設部　施設整備課　30－9172
廿日市駅北区画
整理事務所　34－1010

全で快適な生活基盤を整備
するために

安

ＪＲ廿日市駅の北側では、計画的に宅地や道
路、公園などをつくって新しい街にします。
今年度は、家屋移転や造成工事をします。
廿日市駅北土地区画整理事業 11億1,884万円
また、佐方一丁目では土地区画整理事業と関
連する畑口寺田線整備のための測量をします。
地形測量　350万円
駅南地区では、廿日市駅通線（国道２号～

ＪＲ廿日市駅前広場）や広電廿日市駅前を通る
廿日市２－１号線を整備します。
街路廿日市駅通線整備 2,526万円
廿日市駅南地区整備　1億3,168万円

子どもからお年寄りまで誰もが安心・快適に
移動できる交通環境づくりを目指して、ＪＲ阿
品駅周辺のバリアフリー化を進めています。

交通バリアフリー推進
事業

5,000万円

建設部　都市計画課 30－9190

環境産業部　農林水産課 30－9143

林水産業を支援するために農

「農業をやってみたいが、どうしたらいいのか？」
「自分で食べる野菜は自分で作りたい！」
という人を対象に、「野菜づくり体験塾」を開
きます。
安心安全で、環境にもやさしい、廿日市産の
野菜をつくり、地元でできた農産物を地元に流
通させ、「地産地消」を目指します。

野菜づくり体験塾事業
100万円

廿日市への移住を応援します

自治振興部　定住推進室 30－9123

気ある廿日市をつくるために活

元気なまちにはいろんな人が集まり、いろん
な知恵が集まります。いろんな人が交流して、
元気なまちにするため、
・廿日市の魅力を全国に情報発信
・宮島地域で交流体験ツアーの実施
・吉和地域と宮島地域でおためし暮らし
・佐伯地域、吉和地域、宮島地域の空き家情
報

の充実を行います。

定住推進事業
137万円

JR廿日市駅周辺整備計画図

JR阿品駅



これからの廿日市の方向性を決めます

図書館の利用時間を延長します

休日に窓口を開けます

9平成20年度予算の概要

さんにとって便利になるた
めに

皆

図書館をもっと使いやすくするため、はつか
いち市民図書館（本館）の開館時間を平日（火
曜日～金曜日）午前９時から午後７時までに拡
大します。土・日・祝・振替休日は今までどお
り午前10時から午後６時まで開館します。

図書館の利用時間延長
223万円

自治振興部　市民課　30－9134

引っ越しの多い３月の終わりから４月の初め
にかけて、平日（月～金）に市役所に来ること
ができない市民の皆さんのために、土曜日の午
前８時30分から午後５時まで市役所本庁の窓口
を開けます。
パスポートの受け取り、印鑑登録、自動交付
機が使えるための暗証番号の登録などもでき
ます。

休日窓口の開設
20万円

教育部　はつかいち市民図書館 20－0333

新しいまちづくりのため、平成21年度から７
年間の市のまちづくり計画をつくります。市民
がいつまでも住み続けたいと思う「まち」にす
るために、どんなことをするのかをまとめてい
ます。
平成18年度からとりかかり、平成19年度は市
民の皆さんの声を聞くため、廿日市地域・佐伯
地域・吉和地域・大野地域・宮島地域それぞれ
で話し合いの場をもちました。市内のいろいろ
な団体の代表や市民の皆さんから意見をいただ
きながら、今年度完成させます。

分権政策部　総合政策課　30－9120

第５次総合計画策定事業
443万円

日市のまちづくりのために廿

市役所本庁の窓口

はつかいち市民図書館

みんなでまちづくりについて考えました



10 はつかいち　予算特集号

各会計別予算  

国 民 健 康 保 険  

老 人 保 健  

介 護 保 険  

後 期 高 齢 者 医 療  

漁 港 管 理  

公 共 下 水 道 事 業  

小規模下水道事業 

工業団地下水道事業 

墓 地 管 理 事 業  

簡 易 水 道 事 業  

農業集落排水事業 

港 湾 管 理 事 業  

包 ヶ 浦 観 光 事 業  

市 営 住 宅 事 業  

油ケ免土地区画整理事業 

小 計  

水 道 事 業  

水 族 館 事 業  

国 民 宿 舎 事 業  

小 計  

特
　
　
　
別
　
　
　
会
　
　
　
計
 

企
業
会
計
 
合　　　　　　計 

会　　　計　　　名 平成20年度予算
一 　 般 　 会 　 計 393億3,000万円

119億2,076万円

13億6,698万円

68億4,615万円

11億2,878万円

2,291万円

56億8,207万円

１億6,787万円

9,750万円

3,810万円

8億8,416万円

2,315万円

2,716万円

6,316万円

2億7,014万円

－　　　

285億3,889万円
26億3,830万円

3億7,116万円

3億3,884万円

33億4,830万円
712億1,719万円

平成19年度予算 増　　減　　額 増減率 
395億6,000万円
123億6,779万円

114億3,421万円

64億6,945万円

－　　　

2,169万円

51億3,021万円

1億2,215万円

2,994万円

4,072万円

4億6,031万円

2,054万円

2,673万円

7,489万円

2億6,731万円

3,883万円

365億477万円
27億7,314万円

5億2,595万円

3億6,254万円

36億6,163万円
797億2,640万円

△2億3,000万円
△4億4,703万円

△100億6,724万円

3億7,670万円

11億2,878万円

122万円

5億5,186万円

4,572万円

6,756万円

△262万円

4億2,385万円

261万円

43万円

△1,173万円

283万円

△3,883万円

△79億6,588万円
△1億3,484万円

△1億5,479万円

△2,370万円

△3億1,333万円
△85億921万円

△0.6%
△3.6%

△88.0%

5.8%

皆増

5.6%

10.8%

37.4%

225.7%

△6.4%

92.1%

12.7%

1.6%

△15.7%

1.1%

皆減

△21.8%
△4.9%

△29.4%

△6.5%

△8.6%
△10.7%

△はマイナス 

市税 
（市民税や 
固定資産税など）
42.4%
166億8,130万円 

人件費  
（職員給料や 
議員報酬など）
25.2％ 
99億2,940万円  
  

扶助費  
（生活保護費や 
児童手当など）  
10.8％ 
42億6,129万円  

補助費等  
（各種団体への 
補助金や負担金など）  
6.2％ 
24億4,284万円  

物件費  
（建物の管理費など）
15.6％ 
61億2,275万円  

維持補修費  
（建物や道路の修理など）
1.0％ 
4億116万円   

公債費  
（借金の返済） 
16.7％ 
65億5,065万円   

積立金・出資金・ 
貸付金 
1.4％ 
5億4,464万円  

繰出金  
（特別会計への 
繰出金など） 
10.4％ 
40億8,698万円    

予備費 
0.1％ 
3,000万円  
 

投資的経費  
（建物や 
道路の建設）  
12.6％ 
49億6,029万円   

地方交付税 
17.8%
70億円 

市債（借金） 
10.1%  
39億7,290万円 

国・県支出金  
11.9%  
46億7,995万円 

繰入金 
（貯金の 
取崩しなど）  
5.7%  
22億2,500万円 

その他 
（使用料など）  
12.1%
47億7,085万円 

一般会計歳入一般会計歳入（収入収入）の内訳の内訳 一般会計歳入（収入）の内訳 一般会計歳出一般会計歳出（支出支出）の内訳の内訳（性質別性質別） 一般会計歳出（支出）の内訳（性質別） 

歳入 
393億 
3千万円 

歳出 
393億 
3千万円 
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福祉サービスの提供などに  
26.4%
103億9,513万円 

借金の返済に  
16.7%
65億5,066万円 

道路や市街地の  
整備などに  
15.8%
62億3,014万円 

コミュニティの 
振興などに  
12.3%
48億4,643万円 

教育の充実に  
8.7%
34億3,119万円 

保健医療や 
ごみ処理などに  
7.9%
30億9,484万円 

消防署の活動などに  
6.4%
25億2,813万円 

商工業の振興に  
2.4%
9億5,791万円 

農林水産業の振興に  
2.3%
9億497万円 
その他  
1.0%
3億9,060万円 

一般会計歳出一般会計歳出（支出支出）の内訳の内訳（目的別的別） 一般会計歳出（支出）の内訳（目的別） 

歳出 
393億 
3千万円 

 予算の特徴について 

農業のために　   3億5,772万円
林業のために　   4億   811万円
水産業のために　1億3,914万円

高齢者のために　25億6,126万円
障害者のために　14億6,598万円
児童のために　　 40億3,485万円
生活保護のために   8億7,823万円

小・中学校、幼稚園のために
　　　　　11億8,285万円
社会教育のために
　　　　　12億2,084万円
保健体育のために
　　　　　　6億7,190万円

保健のために　  
    　　 2億4,540万円
診療所のために
   　　　1億1,743万円
環境のために　
   　　　1億   929万円
簡易水道のために
　　　　1億7,264万円
ごみ処理のために　　　
　　　16億5,824万円

４４０億円 

430億円 

420億円 

410億円 

400億円 

390億円 

620億円 

600億円 

580億円 

560億円 

540億円 

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

●最近の予算額（一般会計） 

●最近の市債（借金）残高（普通会計） 

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

420億1,157万円 

593億1,350万円 

600億1,131万円 602億3,958万円 
610億12万円 

595億9,038万円 

581億7,548万円 

432億8,919万円 

419億9,743万円 

412億7,000万円 

395億6,000万円 

393億3,000万円 

平成20年度は

　ここ6年で

　最小の予算額と

　　なりました。

（注）  
普通会計とは一般会計と墓地管
理事業特別会計と市営住宅事業
特別会計を合わせたものです。  
平成19年度と平成20年度は見込
みの額です。 

新規の借入を抑え、

　繰上償還を行うことで

　　市債（借金）残高を

　減らしています。

主なも
の

主なも
の

主なも
の

主なも
の

（注）  
○平成17年度以前は合併前５市
町村の予算を単純に合計して
います。 



水道事業 
会計予算 

問合せ 廿日市市水道局業務課　32-2286

●平成20年度 
　業務の予定量 

今年度の水道事業会計の予算額は、対前年度比4.9パーセントの減となり、 
26億3,830万円です。 

●平成20年度 
　主要事業の概要 

給 水 件 数  

年 間 総 給 水 量  

1 日 平 均 給 水 量  

主要な建設改良事業 

年 間 宿 泊 者  

年 間 休 憩 者  

年間レストラン利用者 

年 間 入 浴 者  

2 万5,200人 

5,750人 

9,000人 

4,080人 

１　水道水を安定して給水するため、古くなった水道管を新しくします。

　　　配水管整備事業　1億6,980万円　（廿日市地域12箇所 ／大野地域10箇所）

２　地震等の災害時に水道水が確保できるよう、配水池などの耐震化を行います。

　　　水道施設耐震診断業務（二次診断）　1,100万円　（廿日市地域６施設／大野地域４施設）

３　水道が未整備の地域に水道管を新たに整備します。

　　　配水管拡張事業　6,720万円　（廿日市地域２箇所／大野地域２箇所）

水族館事業 
会計予算 

問合せ 宮島水族館　44-2010

●平成20年度 
　業務の予定量 

今年度の水族館事業会計の予算額は、対前年度比29.4パーセントの減となり、 
3億7,116万円です。 

●平成20年度 
　主要事業の概要 

年 間 有 料 入 館 者  

宮島口駐車場年間利用台数 

25万人 

2万3,700台 

国民宿舎事業 
会計予算 

問合せ 国民宿舎みやじま杜の宿　44-0430

●平成20年度 
　業務の予定量 

今年度の国民宿舎事業会計の予算額は、対前年度比6.5パーセントの減となり、 
3億3,884万円です。 

●平成20年度 
　主要事業の概要 

予約管理システム更新事業　583万円

レストラン椅子布地張替及び会議室の壁面補修　113万円

宮島水族館整備事業　1,628万円

　スナメリのニコちゃんやお散歩ペンギン、立つ

ワニなどが人気の宮島水族館を、より来館者に楽

しんでもらえるよう「いやし」と「ふれあい」を

テーマとした、新しい水族館に整備します。

　今年度は、工事や管理を行う企業を募集するための資料作成を行います。
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