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第第１１章章  実実施施計計画画のの策策定定ににああたたっってて  

 

１  計画の目的  

実施計画は、本市が目指す将来像「市民・地域が躍動し、希望に輝く益田」の実

現に向けて、第５次益田市総合振興計画基本計画（後期・平成28年度～32年度）

に示す基本施策に基づき、その計画に示された基本的施策を、計画的かつ効率的に

実施するために策定するものです。  

 

２  計画の位置付け  

実施計画は、基本計画の各種施策を展開する上で、中・長期的な視点から、計画

の進行管理を進めるため、各年度の予算に大きなウェートを占める大規模な普通建

設事業の年度間調整等を行い、基本計画と各年度の予算との連携を図り、総合振興

計画を着実に推進していくための計画です。この実施計画の内容は、予算編成上極

力優先されるべきですが、今後の社会経済情勢の変化等によっては、計画の変更を

余儀なくされる場合も予測されます。  

 

３  計画の期間  

実施計画の期間は、平成29年度から平成31年度までの3か年とし、次年度以降、

必要に応じて見直しを行うものとします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23 年度  平成 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  平成 30 年度  平成 31 年度  平成 32 年度  

 

 

 

 

 

 

         

【計画の期間】  

基本構想（10 年）  

実施計画（3 年） 

実施計画（3 年） 

実施計画（3 年）  実施計画（3 年）  

実施計画（3 年） 
見直し  

見直し  

見直し  

見直し  

後期基本計画（5 年） 前期基本計画（5 年）

年）  

実施計画（3 年） 

基本構想（10 年）  

まちの将来像や今後のまちづくりの目標及び施策大綱

等、本市が目指す新しいまちづくりの基本的な方向性

を示すものです。  

基本構想で位置づけたまちの将来像を実現するための

基本施策を具体化し、分野ごとにその内容を体系的に

示すものです。  

基本計画で示した具体施策に関する主要事業の実施時

期等の具体的な内容を示すものです。  

基本  

構想  

基本  

計画  

実施  

計画  

政策  

施策  

事務事業  

【計画の位置づけ】  
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４  計画の対象事業  

本実施計画では、対象事業として１７７事業（うち、新規事業７９事業）掲載し

ています。  

   掲載対象事業は、以下の基準に基づき、選別をしています。  

   （1）平成 28 年度当初予算において予算措置が無く、平成 29 年度以降３

か年のうちに、新規に事業化が計画される事業  

（2）平成 28 年度当初予算において予算措置があり、平成 29 年度以降に

計画（予定）されている拡充・縮小事業  

（但し、単年の事業費がＨ28 年度予算額増減 100 万円以上の事業に限る） 

   （3）平成 28 年度当初予算措置の有無に関わらず、平成 29 年度以降３か

年のうちに、地方債の活用が見込まれる事業  

   （4）平成 28 年度当初予算で政策的経費と区分した事業で、平成 29 年度

以降も継続する事業  

 

５  事業計画の表示（記載内容について）  

 

 

 

 

区分  事業名  事業概要  
計画期間／概算事業費  

H29 年度  H30 年度  H31 年度  

新規  

保 育 施 設 整 備

事業  

保育施設の施設改修や施設整備に対し

て、費用の一部を補助する。  

      

（地方債）  

 

    

主幹課  子育て支援課  1,700 千円  

 

  

  

  

 

 

 

 

６  総合振興計画と総合戦略の関係  

  総合振興計画が市全体の総合的なかつ計画的な行政運営にための幅広い分野を

網羅した計画であるのに対し、総合戦略は人口減少の克服や地域経済の活性化を

主目的としており、総合戦略での取組分野は、総合振興計画においても進めてい

る分野になっております。  

このことから総合戦略は、総合振興計画の 29 の基本施策と密接に関係し、総

合振興計画で掲げられた具体施策に新たな取組項目と成果目標（ＫＰＩ）を追加

した計画となっており、両計画は一体的に推進することとしております。  

・区分欄は、平成 28 年度当初予算において予算措置がない事業については、「新規」、

予算措置がある事業については、「継続」と表示しております。また、地方債を活用

する事業については、下段に「（地方債）」と表示しております。  

・対象事業の実施年度は、計画期間／概算事業費欄に矢印（    ）で表示
してあります。  

・計画期間／概算事業費欄の「未定」の表示は、制度設計や方針等が定まっ
ていない等の理由により、実施年度の表記が困難なことを表しています。  

・計画期間／概算事業費欄の概算事業費は、平成 29 年度から 31 年度まで
の事業費の合計で、計画策定時点での見込額になります。  

 



第２章　事業実施計画

基本目標１

① 地域ぐるみの子育て支援の推進 

② 多様な子育て支援ニーズに対応した保育サービスの充実 

③ 子育て家庭等へのサポート体制の充実 

④ 特に支援を必要とする子どもや家庭への支援体制の充実 

基本施策１ 次世代育成支援の充実を図ります 

① 保健予防体制の充実 

② 各世代に応じた予防活動の充実 

③ 市民参画による健康づくり活動の充実 

④ 地域資源を活用した心と身体の健康づくりの推進 

基本施策２ 保健・予防や健康づくりを推進します 

⑤ 感染症予防対策の充実 

⑤ 子育てと仕事が両立できる環境づくり 

① 人権・同和教育と人権啓発の推進 

② あらゆる分野での男女共同参画の促進 

①  益田赤十字病院・益田地域医療センター医師会病院を核とした医療機関の連携による地域医療の確保 

② 救急医療体制の充実 

③ 無医地区等の地域医療体制の充実 

④ 国民健康保険財政の健全運営 

① 地域包括ケアシステムの確立 

② 市民ニーズに対応した各種介護・福祉サービス体制の充実 

③ 高齢者や障がい者が安心して生活できる環境づくり 

④ 障がい者の就労の場づくりと社会参画支援 

⑤ ユニバーサルデザイン・バリアフリーの推進 

基本施策 具 体 施 策 

基本施策３ 救急・医療体制の充実を図ります 

基本施策４ 地域福祉の充実を図ります 

基本施策５ 人権を尊重し、男女共同参画を推進します 
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H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

（地方債）

主幹課

事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

保育施設整備事
業

保育施設の施設改修や施設整備に対して、費用
の一部を補助する。

少子化対策事業として、市内団体が開催する婚
活イベントの支援や、島根県登録の縁結びボラ
ンティア「はっぴぃこーでぃねーたー」と連携
し、独身男女の出会い支援を行う。

婚活応援事業

子育て支援課 270,500千円

子育て支援課 1,700千円

匹見総合支所住民福祉課 2,500千円

基本施策1 次世代育成支援の充実を図ります

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

新規

児童福祉施設整
備事業

多様な子育てニーズに対応できる保育サービス
の充実、安心して子どもを産み育てることので
きる環境づくりのために児童福祉施設整備を図
る。

基本施策1 次世代育成支援の充実を図ります

区分 事業名

社会教育課 47,400千円

基本施策1 次世代育成支援の充実を図ります

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

子育て支援課 8,400千円

基本施策1 次世代育成支援の充実を図ります

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

未　　定
放課後児童施設
整備事業費

吉田小学校区内に設置している「トマト児童ク
ラブ」の入会児童が増えていることに伴い、入
会児童の受入確保のため新施設の建設整備を図
る。

子育て支援課

出産直後から4か月未満の産婦及びその子を市
内助産院に日中通所させ、専門的指導を含む育
児サポートや心身のケアを行う。

産後母子デイケ
ア事業

困難を抱える子ども・若者の相談、支援のため
の益田市子ども・若者支援センターを運営す
る。

子ども支援セン
ター事業

基本施策1 次世代育成支援の充実を図ります
①地域ぐるみの子育て支援の推進

②多様な子育て支援ニーズに対応した保育サービスの充実

③子育て家庭等へのサポート体制の充実

④特に支援を必要とする子どもや家庭への支援体制の充実

⑤子育てと仕事が両立できる環境づくり
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H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

4,800千円

健康増進課 5,900千円

基本施策３ 救急・医療体制の充実を図ります

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

基本施策２ 保健・予防や健康づくりを推進します

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

健康づくり市民
運動推進事業

「健康ますだ市21推進協議会」を推進母体とし
て、地域・関係機関・行政が一体となった健康
づくり活動を推進する。

休日応急診療事
業

休日における急病患者に対する外来診療を行う
休日診療施設を確保し、応急診療を行う。

健康増進課 25,800千円

健康増進課 19,200千円

基本施策３ 救急・医療体制の充実を図ります

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

健康医療電話相
談経費

電話による健康医療相談サービスを行う。
（24時間・年中無休）

総合相談事業
【特別会計】

日常生活圏域に地域包括支援センターを設置す
る。

高齢者福祉課 227,500千円

健康増進課 13,500千円

基本施策４ 地域福祉の充実を図ります

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

①地域包括ケアシステムの確立

高齢者福祉課 14,600千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

在宅医療・介護
連携推進事業
【特別会計】

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者に
在宅医療と介護サービスを一体的に提供するた
めに、医療機関と介護サービス事業所などの関
係者の連携を推進する。

③市民参画による健康づくり活動の充実

①益田赤十字病院・益田地域医療センター医師会病院を核とした医療機関の連携による地域医療の確保

②救急医療体制の充実

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

秦佐八郎博士顕
彰医学生奨学金

将来益田市内の医療機関等で勤務しようとする
医学生に奨学金の貸付けを行う。

ドクターサポー
ト推進事業

医師招へい活動を行うとともに、益田市の医療
を支えている医師をサポートする。また、医師
を目指す医学生へ支援を行う。

健康増進課
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H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

基本施策４ 地域福祉の充実を図ります
①地域包括ケアシステムの確立

区分

②市民ニーズに対応した各種介護・福祉サービス体制の充実

高齢者福祉課 23,100千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

生活支援体制整
備事業
【特別会計】

高齢者の生活支援の充実を目的とした体制を整
備する。

介護予防・日常
生活支援総合事
業
【特別会計】

介護保険における要支援者等に介護予防・生活
支援サービスが提供されるようにするとともに
全ての高齢者に対する介護予防を推進する。

高齢者福祉課 562,600千円

基本施策４ 地域福祉の充実を図ります

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

高齢者福祉施設
等補修改善事業
（高齢者福祉課）

市が設置する高齢者福祉施設等の機能維持のた
めの補修改善を行う。

匹見総合支所住民福祉課 25,100千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

高齢者福祉施設
等補修改善事業
（匹見総合支所住
民福祉課）

市が設置する高齢者福祉施設高齢者福祉施設(特
別養護老人ホーム「もみじの里」高齢者生活福
祉センター「ふれあいの園」)の設備を更新す
る。

地域介護・福祉
空間整備等補助
金

民間事業者の介護施設整備に対する助成を行
う。

高齢者福祉課 297,000千円

高齢者福祉課 82,200千円

事業名 事業概要
計画期間／概算事業費
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基本目標２

基本施策５ 生涯スポーツ社会の実現に取り組みます 

具 体 施 策 

① 地域ぐるみでの教育の推進 

② 確かな学力の向上を目指した教育の推進 

③ 子どもの可能性を伸ばす、個性を大切にした教育の推進 

④ ふるさとを愛し、誇りを持つ心を育てる教育の推進 

⑥ 教育環境の整備・活用 

⑤ 豊かな心と健やかな身体を育む教育の推進 

① 食への感謝の気持ちや意識・知識の向上 

② 地域の食文化の継承 

③ 安心安全な食の提供 

④ 食農教育の推進 

基本施策 

① 地域間の連携による学習内容の多様化と指導者のネットワーク化 

② 知識・技術を持った人材を活かした学習プログラムづくり 

③ 社会教育の推進と活動拠点づくり 

④ 図書館の充実などによる読書活動の推進 

① 豊かな歴史・文化資源を保存・活用したまちづくりの推進 

② 伝統文化を守り、伝承する活動の支援 

① スポーツ環境の充実 

② スポーツイベント等を通じた地域間交流の推進 

③ 市民の体力・競技力の向上 

④ スポーツの指導者・スポーツボランティアの育成 

基本施策２ 地域に根づく食育・食農教育を推進します 

基本施策３ 地域・世代を越えた学習機会を創出します 

基本施策４ 歴史・文化の保存・継承・活用や芸術活動を推進します 

基本施策１ 次代を担う人を育てる教育の充実を図ります 

③ 島根県芸術文化センター・グラントワを核とした文化交流の振興 
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基本施策1 次代を担う人を育てる教育の充実を図ります
①地域ぐるみでの教育の推進

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

②確かな学力の向上を目指した教育の推進

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

社会教育課 13,700千円

中山間地において学習環境を整備し、定住促進
を図る。

子育て環境整備
事業

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

益田の担い手育
成ひとづくり推
進事業

社会教育コーディネーターを配置し、益田市の
将来を担う人づくりを推進する。

ライフキャリア
教育推進事業

小中高校生におけるライフキャリア教育を推進
する。

社会教育課 18,000千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

つろうて子育て
推進事業

学校・家庭・地域が一体となって子どもを育ん
でいく体制づくりを進めていくことにより、子
どもたちの教育環境の向上とこれに関わる大人
の人材育成を図る。

社会教育課 54,600千円

基本施策1 次代を担う人を育てる教育の充実を図ります

社会教育課 7,500千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

未来の担い手育
成事業

総括コーディネーターの配置により、保育園・
幼稚園・小中学校・高校・各地区つろうて子育
て協議会での各種プログラムの実施を促進し、
未来の担い手づくりを推進する。

社会教育課 27,400千円

学校教育課 6,000千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

理科教育等設備
整備事業（小・
中学校）

小・中学校に理科教育備品を購入する。

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

魅力ある高校づ
くり応援事業

市内の高校と連携し、教育環境の向上を図る。 未　　定

情報教育特別対
策費（中学校）

平成28年度に整備した教育用コンピュータシス
テムの使用料等

学校教育課 134,200千円

社会教育課

8



H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

美都総合支所住民福祉課 4,000千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

秦佐八郎博士没
後 80 周 年 記 念
事業

秦佐八郎博士没後80周年を迎えるにあたり、世
界に通じる偉業を成し遂げた秦博士の功績を顕
彰し、記念事業を開催する。

④ふるさとを愛し、誇りを持つ心を育てる教育の推進

⑥教育環境の整備・活用

わたしたちのま
ち発見事業

新益田ふるさと検定などを実施し、地域学習を
通し、地域愛を育み、将来のまちを支える人材
を育成する。

社会教育課 10,300千円

基本施策1 次代を担う人を育てる教育の充実を図ります

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

教育総務課 1,025,500千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

学 校 建 設 事 業
（小学校・中学
校）

小・中学校の耐震化事業に伴う施設建替え等を
実施する。

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

益田東中学校進
入路整備事業

市道東中学校通学線から校舎付近まで続く、学
校敷地内の道について、拡幅等の整備を行う。

学校施設大規模
修繕事業

老朽化し危険な学校施設や消防法など法令不適
合と指摘されている学校施設等を改修し、ハー
ド面において安全な教育環境を整備する。

教育総務課

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

学校施設長寿命
化事業（計画策
定経費）

学校施設の計画的な改修や安全な教育環境の整
備の推進のため、国の指針に基づき、「学校施
設長寿命化計画」を策定する。

未　　定

教育総務課

吉田小学校周辺
整備事業

旧学校給食調理場の解体・撤去や住宅地の境界
等へのフェンス設置を実施する。

教育総務課

教育総務課

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

高津学校給食セ
ンター管理運営
経費

安全で安心な給食の提供を図るための運営シス
テムの構築や、食育の推進に資することを目指
し、高品質な学校給食を提供する。

高津学校給食センター 503,800千円

基本施策1 次代を担う人を育てる教育の充実を図ります

未　　定

未　　定

未　　定
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H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

①豊かな歴史・文化資源を保存・継承・活用したまちづくりの推進

学校給食配送委
託等経費

益田市立高津学校給食センター、益田市立美都
学校給食共同調理場で調理した主食、副食及び
食器等を益田市内小中学校へ配送し、給食後の
食器等を回収する業務の委託経費

高津学校給食センター 155,700千円

基本施策1 次代を担う人を育てる教育の充実を図ります
⑥教育環境の整備・活用

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

19,500千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

学校給食事務委
託等経費

益田市学校給食会に食材の調達や給食費の徴収
などを委託する。

文化財課 12,400千円

教育委員会匹見分室

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

基本施策4 歴史・文化の保存・継承・活用や芸術活動を推進します

歴史を活かした
まちづくり推進
事業

歴史文化基本構想の策定や日本遺産認定を目指
した情報収集・協議などを行う。

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

スクールバス更
新事業

スクールバスの車両の老朽化に伴い、新車両に
更新する。

未　　定

美都学校給食共
同調理場管理運
営経費

益田市立美都学校給食共同調理場での学校給食
業務を委託する。

教育委員会美都分室 81,800千円

高津学校給食センター

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

益田氏城館跡整
備事業

史跡益田氏城館跡整備基本計画の策定、史跡公
園の整備を行う。

益田氏城館跡等
遺跡調査事業

史跡益田氏城館跡（三宅御土居跡）調査報告書
の刊行、市内主要遺跡の発掘調査などを行う。

文化財課 15,700千円

文化財課 78,700千円

文化財課 67,000千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

中須東原遺跡整
備事業

史跡中須東原遺跡の調査と史跡公園の整備を行
う。
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H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

（地方債）

主幹課

①豊かな歴史・文化資源を保存・継承・活用したまちづくりの推進

文化財課 3,000千円

基本施策4 歴史・文化の保存・継承・活用や芸術活動を推進します

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

文化財調査研究
事業

益田市の豊かな歴史・文化を活かしたまちづく
りを進めるにあたり、その基礎となる調査・研
究を進める。

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

文化財保存管理
事業

国･県･市指定文化財を適切に保存・管理する。

旧割元庄屋美濃
地屋敷整備事業

旧割元庄屋美濃地屋敷の母家木造茅葺屋根の整
備を図る。

教育委員会匹見分室 20,000千円

文化財課 13,400千円

サッカー場人工
芝整備事業

ひだまりパークみとのサッカー広場を人工芝に
張り替える。

美都総合支所地域づくり推進課

未　　定

社会教育課 90,600千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

基本施策５ 生涯スポーツ社会の実現に取り組みます

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

スポーツ施設整
備事業

益田陸上競技場の2種検定更新に向けた施設改
修等を行う。

①スポーツ環境の充実
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基本目標3

① 意欲のある担い手の育成・支援 

② 地域営農体制づくりと生産基盤の整備 

③ 環境保全型農業の推進 

① 地産地消の推進 

② ６次産業化による生産・加工・販売体制の強化 

③ 特産品等の高付加価値化の推進 

④ 豊富な森林資源を活かした林業の振興 

⑤ 川と海の恵みを活かした水産業の振興 

① 新・省エネルギーの利活用による新分野の育成 

② 新規事業に取り組む起業家の育成支援 

③ 時代のニーズﾞにあった技術・能力の育成・支援 

① 既存企業の育成支援 

② 石見臨空ファクトリーパーク等への新規企業の立地促進 

③ 次代を担う若者の地元就職の促進 

④ 労働者福祉対策の充実 

① 地域特性を活かした観光開発 

② 地域の観光資源のネットワークづくり 

③ 自然、農山村の良さを活かした体験型観光・滞在型交流の推進 

④ 国内交流・国際交流の推進 

具 体 施 策 基本施策 

基本施策２ こだわりの益田ブランドを推進します 

基本施策３ 市内の産業構造や基盤を強化します 

基本施策４ 新産業の創出や起業支援を行います 

基本施策５ 観光・交流を促進します 

基本施策１ 特徴ある農林水産業の基盤を強化します 
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基本施策1 特徴ある農林水産業の基盤を強化します

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

①意欲のある担い手の育成・支援

②地域営農体制づくりと生産基盤の整備

④豊富な森林資源を活かした林業の振興

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

里の守り人づく
り事業

就農希望者の産業体験や新規就農者の研修に対
する費用を助成する。

森の守り人づく
り事業

「地域おこし協力隊制度」を活用し、本市の多
面的機能を有する森林を次世代に向けて保持す
るとともに自伐型林業を展開し、モデル事例と
して地域に示す。

林業水産課匹見分室 100,300千円

農業振興課 11,700千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

海の守り人づく
り事業

新規漁業就業希望者を研修生として雇用し、漁
業技術等の習得のための研修を実施する漁業経
営体に対し、研修に必要な経費等を助成する。

農業委員経費
平成29年7月20日からの新制度における農業
委員及び農地利用最適化推進委員を設置する。

農業委員会 50,300千円

基本施策1 特徴ある農林水産業の基盤を強化します

林業水産課 5,800千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

農業振興課 108,400千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

県営農業農村整
備事業費負担金

県が実施する事業に対し負担をすることによ
り、既存の農業施設の改修・修繕を実施し、営
農の効率化や持続的な営農を推進する。

間伐作業道緊急
整備事業

森林施業の効率化、森林の健全な育成と水源の
かん養等の公益的機能の増進を図るため、作業
路網を整備する。

林業水産課匹見分室 2,500千円

わさび振興事業

わさびバイオセンターを運営し無病苗を生産・
普及することにより「匹見わさび」の品質の向
上を図り、｢匹見わさび」の生産振興とブランド
化を推進する。

匹見総合支所地域づくり推進課 32,900千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

基本施策1 特徴ある農林水産業の基盤を強化します
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H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

（地方債）

主幹課

④豊富な森林資源を活かした林業の振興

⑤川と海の恵みを活かした水産業の振興

②６次産業化による生産・加工・販売体制の強化

基本施策1 特徴ある農林水産業の基盤を強化します

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

林地台帳整備事
業

森林の土地の所有者、所在、境界等に関する情
報を林地台帳及び地図に整備する。

未　　定

漁港海岸長寿命
化計画策定事業

漁港の海岸保全施設（海岸堤防等）の長寿命化
を図るため、漁港海岸長寿命化計画を策定す
る。

農業振興課 26,000千円

林業水産課

基本施策1 特徴ある農林水産業の基盤を強化します

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

農業振興課 7,000千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

水産物供給基盤
機能保全事業

津田漁港の機能保全計画(長寿命化計画)を策定
する。

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

水産多面的機能
発揮対策事業

水産多面的機能発揮対策(自然環境保全活動、教
育啓発活動等）に取り組む地域の活動団体に対
し助成するとともに、効果的に実施できるよう
指導・活動計画の審査・確認等を行う。

林業水産課 7,200千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

基本施策2 こだわりの益田ブランドを推進します

特産加工施設整
備事業費

匹見町農産物加工場の施設整備・更新を行う。

匹見総合支所地域づくり推進課

ゆず産地づくり
6次産業化推進
事業

老朽化したゆずの搾汁施設及び加工施設の更新
を行う。

未　　定

美都総合支所地域づくり推進課

未　　定
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H29年度 H30年度 H31年度
新規

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

②石見臨空ファクトリーパーク等への新規企業の立地促進

①新・省エネルギーの利活用による新分野の育成

②新規事業に取り組む起業家の育成支援

基本施策3 市内の産業構造や基盤を強化します

未　　定

未　　定

基本施策4 新産業の創出や起業支援を行います

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

益田市企業立地
支援工場建設事
業

石見臨空ファクトリーパークに、企業の要望に
応じたオーダーメイド方式の立地支援工場を建
設し、初期投資費用の軽減を図ることで、新た
な企業の進出を促進する。

石見臨空ファク
トリーパーク工
業用水対策費

石見臨空ファクトリーパークへ立地した企業の
うち、益田市上水道から供給される水道水を、
工業用水として使用するものに対し、その一部
を補助する。

産業支援センター 45,300千円

産業支援センター

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

益田市企業誘致
立地促進補助金

島根県の立地計画の認定を受けている企業に対
して、固定資産税相当額の補助や雇用促進の補
助等を行う。

石見臨空ファク
トリーパーク拠
点工業団地立地
促進補助金

石見臨空ファクトリーパーク拠点工業団地へ企
業立地を促進するため、土地取得と雇用促進に
対して助成する。

未　　定

産業支援センター

基本施策4 新産業の創出や起業支援を行います

産業支援センター 52,600千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

美都温泉木質バ
イ オ マ ス ボ イ
ラー導入事業

美都温泉「湯元館」に薪ボイラーを設置し、環
境に配慮した施設運営を行うとともに、燃料費
の経費節減を図る。

地域雇用拡大推
進事業

金融機関をはじめとする支援機関と連携して、
雇用の維持拡大に寄与する取組を支援する。

産業支援センター 12,800千円

美都総合支所地域づくり推進課

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

産 業 支 援 セ ン
ター運営事業

「人材育成・確保」「地元企業支援（ものづく
り）」「農商工連携」の3本柱を基本に、現場
主義を徹底し、企業訪問等を通じたニーズの把
握、課題解決を図る。

産業支援センター 7,100千円
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H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

（地方債）

主幹課

基本施策4 新産業の創出や起業支援を行います
②新規事業に取り組む起業家の育成支援

観光施設整備事
業

匹見リフレッシュゾーン整備構想に基づく温泉
周辺整備を推進する。

未　　定

匹見総合支所地域づくり推進課

未　　定

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

産業振興推進事
業

平成21年度に策定した「益田市産業振興ビジョ
ン」に基づき、新分野に挑戦する企業を支援す
る。

産業支援センター 12,000千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

基本施策5 観光・交流を促進します

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

歴史・文化を活
かした交流拡大
事業

交流人口の拡大させるため、益田市の固有の歴
史・文化資源の活用した情報発信や観光ソフト
コンテンツを充実する。

①地域特性を活かした観光開発

観光地管理経費
観光地の維持管理（浄化槽管理、清掃美化等）
を行う。

観光交流課 22,800千円

観光交流課 14,400千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

自然環境整備地
域自主戦略交付
金事業

中国自然歩道双川峡モデルコース（遊歩道）の
安全対策のため落石防止対策工事を行う。

新美都温泉整備
事業

老朽化した美都温泉の建て替えを行う。

美都総合支所地域づくり推進課

美都総合支所地域づくり推進課 150,000千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

匹見総合支所地域づくり推進課

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

匹 見 健 康 セ ン
ター改修事業

築後20年を経過し、基本構造等にも関わる改修
工事を要する時期となるため、施設維持管理計
画を策定し、計画に基づいた改修を実施する。

未　　定
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H29年度 H30年度 H31年度
新規

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

②地域の観光資源のネットワークづくり

③自然、農山村の良さを活かした体験型観光・滞在型交流の推進

④国内交流・国際交流の推進

基本施策5 観光・交流を促進します
①地域特性を活かした観光開発

区分

50,500千円

基本施策5 観光・交流を促進します

基本施策5 観光・交流を促進します

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

国際観光推進事
業

英会話対応嘱託職員を雇用し、国際観光に係る
誘客及び情報発信を行う。

観光交流課 80,100千円

観光交流課 3,900千円

観光交流課 10,200千円

事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

寧波市交流事業
1991年に友好交流議定書を締結した中国寧波
市との交流を行う。

五輪キャンプ誘致推進室

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

東京オリンピッ
ク ・ パ ラ リ ン
ピックキャンプ
誘致事業

2020年東京オリンピック・パラリンピックの
自転車競技ロードレースに出場するチームの事
前キャンプの受入れを目指す。

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

観光振興団体補
助金

益田市観光協会への運営費補助
将来的に益田市観光協会の法人化を目指す。

道の駅整備事業
平成30年代前半と予想される三隅・益田道路の
開通にあわせ、広域的な集客交流拠点として道
の駅を整備する。

人口拡大課 457,500千円

基本施策5 観光・交流を促進します

交流施設整備事
業（グラウンド
ゴルフ場整備事
業）

匹見地域の交流人口拡大を図るためグランドゴ
ルフ場を整備する。

未　　定

匹見総合支所地域づくり推進課

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費
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H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

基本施策5 観光・交流を促進します

観光交流課 4,900千円

④国内交流・国際交流の推進

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

高槻市姉妹都市
交流センター運
営経費

姉妹都市交流を行っている高槻市に設置してい
る交流センター（特産品販売所）の運営等に係
る経費

18



基本目標4

① 安全、きれいな道路環境づくり 

② グリーンライン90の整備促進 

③ 高速道路網の整備促進 

① 路線バス・鉄道の維持と利便性の向上 

② 市民ニーズに対応した新たな生活交通体系の確保 

③ 萩・石見空港の路線維持・拡大と利便性の向上 

④ 国道・県道等の幹線道路の改良整備促進 

⑤ 市道・農道・林道の整備 

① 様々な情報通信格差の是正 

② 高速情報通信基盤を活用した利便性の高いサービスの推進 

② 地域ごとの魅力を活かしたまちづくりの推進 

③ 区画整理及び地籍調査の推進 

④ 美しい景観の保全 

① 都市計画区域の整備、開発及び保全による都市機能の向上 

基本施策 具 体 施 策 

基本施策２ 生活を支える公共交通機関を整備します 

基本施策３ 魅力ある市街地を形成します 

基本施策４ ブロードバンド環境の整備などによる地域情報化を推進します 

基本施策１ 市内外のアクセスを確保する道路網を整備します 
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基本施策1 市内外のアクセスを確保する道路網を整備します
④国道・県道等の幹線道路の改良整備促進

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

（地方債）

主幹課

⑤市道・農道・林道の整備

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

（地方債）

主幹課

基本施策1 市内外のアクセスを確保する道路網を整備します

林道舗装事業 大山線、赤谷線の路面を改修する。 未　　定

匹見総合支所地域づくり推進課

林道改良事業 林道大峯破線、林道大谷線の法面を改良する。

農業振興課 16,000千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

匹見総合支所地域づくり推進課 21,500千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

山のみち林道整
備事業

森林資源の活用、効率的な木材生産活動の推進
と地域住民の生活環境の改善を図るため、匹見
町道川地区から落合地区、美都町都茂地区を連
絡する林道の整備する。

山のみち林道プ
ロジェクト事業

県が実施する林道匹見美都線・林道美都線・林
道春日山線に対し事業負担をすることにより、
この地域一帯の森林資源の活用や効率的な木材
生産活動の推進を図る。

農業振興課 46,700千円

都市整備課 9,000千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

県 事 業 負 担 金
（道路新設改良
費）

島根県が施工する道路整備事業に伴う益田市の
負担金

橋梁整備交付金
事業

橋梁長寿命化修繕計画に基づき、緊急度の高い
橋梁から年次的に改修を行い、通行者の安全を
確保するとともに橋梁の延命化を図る。

土木課 142,000千円

土木課、美都総合支所建設課 498,700千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

道路整備交付金
事業

アクセス道路や主要道路の迂回路としての機能
向上を図るとともに、沿線住民や通行者の安全
を確保するために幹線市道を整備する。
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⑤市道・農道・林道の整備

H29年度 H30年度 H31年度
新規

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

②市民ニーズに対応した新たな生活交通体系の確保

H29年度 H30年度 H31年度
新規

（地方債）

主幹課

基本施策1 市内外のアクセスを確保する道路網を整備します

人口拡大課

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

生活バス購入事
業

生活バス車両の更新を行う。

道路維持安定化
事業

安定した除雪作業を行い、冬期間の市民生活の
安全を図るため、市保有除雪の機械の老朽化に
伴う更新を行う。

匹見総合支所建設課 22,000千円

基本施策2 生活を支える公共交通機関を整備します

未　　定

辺地道路整備事
業

辺地において生活上重要な路線を拡幅し、近隣
の集落や基幹道路への連絡の安全性と利便性を
確保するため道路整備を行う。

土木課、匹見総合支所建設課 171,900千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

道路維持補修費
耐用年数を経過した舗装や老朽化した道路側溝
等が多いため、計画的に維持修繕を行う。

土木課 190,000千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

土木課 5,000千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

隧道整備事業
トンネルの定期点検を実施し、適正な管理を行
う。

道路整備事業
幅員狭あい路線の拡幅や舗装新設により、交通
の安全性・利便性等を向上し生活環境の改善を
図る。

土木課 88,800千円

農業振興課 4,000千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

林道橋梁修繕事
業

八ケ瀬橋、三星橋の再塗装を行い長寿命化を図
る。
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②市民ニーズに対応した新たな生活交通体系の確保

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

③萩・石見空港の路線維持・拡大と利便性の向上

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

基本施策2 生活を支える公共交通機関を整備します

①都市計画区域の整備、開発及び保全による都市機能の向上

②地域ごとの魅力を活かしたまちづくりの推進

基本施策2 生活を支える公共交通機関を整備します

都市整備課 26,200千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

都市計画沿道整
備事業

都市計画道路元町人麿線・須子中線の沿道整備
を行い、当地区の交通流の円滑化並びに自転車
や歩行者の通行の安全を行う。

中心市街地整備
事業（南北連絡
橋整備）

鉄道によって分断されている駅前地区とあけぼ
の地区に自由通路（連絡橋）と交通結節点強化
のための施設整備を行う。

都市整備課

都市整備課 198,000千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

基本施策3 魅力ある市街地を形成します

未　　定

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

県 事 業 負 担 金
（街路事業）

島根県が施工する街路整備事業に伴う益田市の
負担金

萩・石見空港利
用拡大支援事業
負担金

年間有償旅客数が12万人を下回った場合には不
足額を航空会社と地元がそれぞれ1/2ずつ負担
する。

観光交流課 224,472千円

基本施策3 魅力ある市街地を形成します

観光交流課 219,000千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

萩・石見空港利
用拡大促進協議
会負担金

利用圏域の市町、県、経済団体、その他関係者
と一体となって、イン対策アウト対策を重点的
に取り組み、東京・大阪からの利用者の拡大、
地元利用者の拡大を図る。

過疎バス更新事
業

匹見地域の交通不便で運行している過疎バスの
更新を行う。

匹見総合支所住民福祉課

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

未　　定
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H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

②高速情報通信基盤を活用した利便性の高いサービスの推進

区分 事業名

基本施策3 魅力ある市街地を形成します
②地域ごとの魅力を活かしたまちづくりの推進

③区画整理及び地籍調査の推進

情報政策課 120,700千円

地籍調査課 457,500千円

基本施策4 ブロードバンド環境の整備などによる地域情報化を推進します

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

①様々な情報通信格差の是正

情報政策課 99,500千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

地域情報通信基
盤設備管理事業

市内全域に整備した伝送路（光ファイバ網）、
情報通信システム、センター局舎等の運用及び
維持管理を行う。

情報通信格差是
正事業

通信基地局の整備を行う。

基本施策4 ブロードバンド環境の整備などによる地域情報化を推進します

事業概要
計画期間／概算事業費

地籍調査事業
山陰道優先整備区間等、公共事業関連地域の地
籍調査を行う。

区画整理関連道
路整備事業

益田川左岸南部地区土地区画整理事業地内にお
ける道路整備を行う。

土木課 77,800千円

区画整理事業推進室 580,100千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

基本施策3 魅力ある市街地を形成します

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

益田川左岸南部
地区土地区画整
理事業
【特別会計】

益田川左岸南部地区に道路、公園等公共施設の
整備改善を実施し宅地の利用増進を図る。

防災街区公園整
備事業

都市計画道路中島染羽線沿いの賑わいスペース
としての公園整備と併せ、多目的広場に防災機
能を付加し、市役所周辺の防災機能の強化を図
る。

都市整備課 160,500千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費
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基本目標5

基本施策１ 暮らしやすい住環境を創出します 

① 地球環境保全に関する取組みの推進 

② 生活環境保全に関する取組みの推進 

③ 一般廃棄物の適正な処理とごみ分別収集によるリサイクル及び減量化の推進 

① 安全・安心かつ快適な暮らしを実現する住宅及び居住空間の確保 

② 公園や親水空間等の日常生活の憩いの場の整備 

③ 地域の生活拠点における商業拠点の維持・向上 

① 自然環境保全に対する市民意識の啓発 

② 高津川・益田川等の河川の水質保全 

③ 森林の公益機能を維持するための適正な管理 

④ 上水道・簡易水道等の整備 

⑤ 下水道等の整備 

基本施策 具 体 施 策 

基本施策２ 人と地球にやさしい地域環境を形成します 

基本施策３ 豊かな自然環境を保全します 
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H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

基本施策1 暮らしやすい住環境を創出します

未　　定

未　　定

基本施策1 暮らしやすい住環境を創出します

県 事 業 負 担 金
（公園事業）

島根県が施工する公園整備事業に伴う益田市の
負担金

都市整備課 7,500千円

都市公園長寿命
化対策事業

都市公園施設の老朽化対策を行う。

都市整備課 77,100千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

益田市立勤労青
少年ホーム跡地
整備事業

老朽化した勤労青少年ホームを解体し有効活用
を図る。

社会教育課

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

矢原川ダム水源
地域対策事業

矢原川ダム水源地域対策（飲料水確保、集落再
編、道路整備、集会所整備など）を実施する。

美都総合支所建設課 788,400千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

計画期間／概算事業費

建築課 10,800千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

益田市木造住宅
耐震化促進事業

木造住宅の耐震化を促進するため、耐震診断、
補強計画、耐震改修に対し補助金を交付する。

①安全・安心かつ快適な暮らしを実現する住宅及び居住空間の確保

②公園や親水空間等の日常生活の憩いの場の整備

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

地域住宅整備事
業

多様化する居住環境へのニーズに対応するた
め、住宅の建替えや居住環境整備などを行う。

住宅リフォーム
助成事業

市民の居住環境の向上を図り、併せて木造住宅
の耐震化を促進するため、住宅のリフォーム工
事に対して補助金を交付する。

建築課

建築課 521,900千円

区分 事業名 事業概要
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H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

基本施策２ 人と地球にやさしい地域環境を形成します

久城が浜センター 172,300千円

基本施策2  人と地球にやさしい地域環境を形成します

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

処理場管理運営
費

し尿及び浄化槽汚泥の適正処理を実施するため
の維持管理

上水道公共料金
対策繰出金

上水道事業の経営の健全化を促進し、その経営
基盤を強化するための繰出金（平成30年度から
簡易水道事業の統合）

業務第2課 682,000千円

久 城 が 浜 セ ン
ター施設整備事
業

施設の性能維持及び延命化を図るため、補修工
事を実施する。

久城が浜センター 80,100千円

環境衛生課 3,900千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

益田市一般廃棄
物処理基本計画
策定業務

益田市一般廃棄物処理基本計画を策定する。
（前回：平成25年3月策定）

益田市下波田埋
立処分場築堤工
事

焼却残渣、不燃ごみの埋立処分を行うため、全
体計画の最終工区である第3期工区（築堤）整
備事業を行う。

環境衛生課 6,800千円

環境衛生課 2,500千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

益田市斎場吸収
冷温水機分解整
備工事

益田市斎場の吸収冷温水機（冷暖房システム）
の正常稼働を保つため、5年を目安に分解整備
工事を行う。

電源立地地域対
策交付金事業

発電用施設のある匹見地域における公共施設
（匹見中央公園、市営住宅、市道）の施設整備
を促進し、地域住民の福祉の向上を図る。

匹見総合支所建設課 9,300千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

基本施策２ 人と地球にやさしい地域環境を形成します
②生活環境保全に関する取組みの推進

③一般廃棄物の適正な処理とごみ分別収集によるリサイクル及び減量化の推進

④上水道・簡易水道等の整備
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H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

下水道課 156,900千円

計画期間／概算事業費

合併処理浄化槽
設置事業

公共下水道整備計画区域等の集合処理区域外に
おいて、個人設置による合併処理浄化槽整備を
促進し汚水処理人口普及率向上を図るため、浄
化槽設置費用の一部を助成する。

農業集落排水事
業
【特別会計】

横田安富地区農業集落排水施設を今後長期にわ
たり安定した処理能力を保持するため、施設の
稼働状況及び経年変化に応じた更新・改造工事
を実施する。

下水道課 64,000千円

下水道課 42,600千円

簡易水道施設整
備事業
【特別会計】

平成29年予定の上水道との事業統合に伴い、簡
易水道施設の浄水方法の変更や老朽化している
配水管の布設替えを行う。

業務第2課 138,500千円

地方公営企業法
適用事業

地方公営企業法を適用し公営企業会計へ移行す
る。

下水道課 43,800千円

浸水対策下水道
事業
【特別会計】

市街地の浸水対策の為の公共下水施設を整備す
る。

下水道課 1,221,000千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

下水道課 889,000千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

下水道整備事業
【特別会計】

益田市公共下水道（益田処理区）事業計画に基
づき公共下水道を整備する。

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

一般下水路整備
事業

公共下水道及び都市下水路以外の既設の一般下
水路を対象に施設の改修整備を図る。

基本施策2  人と地球にやさしい地域環境を形成します

区分 事業名 事業概要

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

④上水道・簡易水道等の整備

⑤下水道等の整備

基本施策2  人と地球にやさしい地域環境を形成します
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基本目標6

① 生活・交通安全対策の充実 

② 防犯体制の充実・強化 

① 地域自治組織の充実と活動拠点づくり 

② 市民の自治意識の啓発と地域のリーダーづくり 

③ 市民活動団体・ＮＰＯ法人等の組織の育成・支援 

① 防災体制の充実 

② 地震や土砂崩れ等の自然災害対策の充実 

③ 消防・救急・救助体制の充実・強化 

① Ｕ・Ｉターンの支援 

② 空き家の利用促進 

基本施策 具 体 施 策 

基本施策２ 自助・共助・公助の消防・防災体制を強化します 

基本施策１ 地域の安全対策を強化します 

基本施策３ 多様な主体が参画する地域自治組織の形成を促進します 

基本施策４ 地域への定住を確保するための集落対策を促進します 
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H29年度 H30年度 H31年度
新規

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

未　　定

未　　定

基本施策2 自助・共助・公助の消防・防災体制を強化します

観光地整備事業 蟠竜湖の堤体を整備する。

農業振興課 10,000千円

農業振興課 15,000千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

県単ため池安全
確保事業

老朽化したため池を整備し、災害時において下
流域への被害を未然に防止する。

団体営土地改良
事業

中島樋門を撤去する。 未　　定

農業振興課

危機管理課

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

避難発令判断シ
ステム事業

避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイド
ラインが公表され、各自治体では避難勧告等を
発令する明確な基準を定めることが求められて
いるため、システム整備を行う。

②地震や土砂崩れ等の自然災害対策の充実

防災行政無線デ
ジタル化整備事
業

市防災行政無線をアナログからデジタル放送へ
の移行を併せて整備し、市民への情報伝達手段
を確保する。

危機管理課

公共施設耐震診
断実施事業

避難所指定されている市有建物の耐震診断を実
施する。

未　　定

総務管財課

基本施策2 自助・共助・公助の消防・防災体制を強化します

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

公共施設耐震化
事業

美都総合支所庁舎、匹見総合支所庁舎の耐震化
を図る。

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

美都総合支所住民福祉課、匹見総合支所住民福祉課 360,700千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

①防災体制の充実
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H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

未　　定

積載車等整備事
業

老朽化した消防車両を年次計画により購入配備
する。

消防本部 30,000千円

消防本部 86,600千円

基本施策2 自助・共助・公助の消防・防災体制を強化します

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

益田地区広域市
町村圏事務組合
消防費負担金

益田地区広域市町村圏事務組合が行う消防施設
整備に対する負担金

③消防・救急・救助体制の充実・強化

自然災害防止事
業債事業

落石、雪崩、法面崩壊等、市道の大規模災害の
防止のため、災害防止工事を行う。

匹見総合支所建設課

建築課 20,500千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

要安全確認計画
記載建築物耐震
改修助成事業

緊急輸送道路沿いの耐震診断が義務化された建
築物で、診断によって耐震性が不足する場合に
改修費の一部を助成する。

要安全確認計画
記載建築物耐震
診断助成事業

緊急輸送道路沿いの耐震診断が義務化された建
築物の所有者等が実施する耐震診断に対して一
部を助成する。

建築課 8,600千円

土木課 27,000千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

県 事 業 負 担 金
（河川事業）

島根県が実施している崩壊危険区域の指定・土
砂崩壊防止工事等に対する負担金

準用河川改修事
業

益田市中心部を流れる今市川は、豪雨のたびに
氾濫湛水を繰り返しているため河川改修を行
う。

土木課 157,000千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

基本施策2 自助・共助・公助の消防・防災体制を強化します
②地震や土砂崩れ等の自然災害対策の充実
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H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

（地方債）

主幹課 人口拡大課

未　　定

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

美濃地区拠点施
設整備事業

平成25年度末をもって統合となった旧美濃小学
校の学校統合時の覚書及び地元自治会からの要
望に基づき、新たな拠点施設の整備を図る。

地域自治組織活
動支援金等事業

市が認定した地域自治組織の発展のための人材
雇用及び活動拠点確保を支援する。

人口拡大課 160,000千円

人口拡大課 81,600千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

地域自治組織支
援事業

市が認定した地域自治組織の円滑な運営及び活
動を支援する。

種地区拠点施設
整備事業

平成18年度末をもって統合となった旧種小学校
の学校統合時の覚書及び地元自治会からの要望
に基づき、新たな拠点施設の整備を図る。

人口拡大課 60,400千円

人口拡大課 109,000千円

358,200千円

消防本部 9,000千円

基本施策3 多様な主体が参画する地域自治組織の形成を促進します

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

地域魅力化応援
隊員事業

地域自治組織設立支援事業または地域魅力化プ
ロジェクト事業に取り組む地区に地域魅力化応
援隊員を配置する。

基本施策2 自助・共助・公助の消防・防災体制を強化します
③消防・救急・救助体制の充実・強化

①地域自治組織の充実と活動拠点づくり

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

消火栓設置費負
担金

消防水利不足地域へ消火栓を設置する。また、
道路改修や配水管移設工事に伴う消火栓を移設
する。

地 区 振 興 セ ン
ター運営経費

市内20か所の地区振興センターを拠点として地
域づくりの中核となる組織の設立支援及び育成
を図り、地域自治組織の設立支援、公民館活動
との連携、諸証明等の行政サービス等を行う。

人口拡大課
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H29年度 H30年度 H31年度
新規

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

地域づくり人応
援事業

地域づくりの担い手及びリーダーを育成する。

人口拡大課 2,200千円

人口拡大課 9,400千円

未　　定

未　　定

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

地域おこし協力
隊事業

地域自治組織のまちづくり計画及び活動計画等
を実行するため、人材を配置する。

地域おこし協力
隊募集事業

地域自治組織のまちづくり計画及び活動計画等
を実行するため、組織の人材を募集する。

人口拡大課

匹見総合支所地域づくり推進課 9,400千円

基本施策3 多様な主体が参画する地域自治組織の形成を促進します

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

コミュニティ助
成事業費補助金

コミュニティ助成事業費補助金（宝くじ事業）
を活用して、県道改良事業により立ち退きを求
められた半田集会所を新設する。

美都総合支所地域づくり推進課 73,000千円

未　　定

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

二川小学校跡施
設活用事業

平成25年度末をもって統合となった旧二川小学
校の学校統合時の覚書及び地元自治会からの要
望に基づき、新たな拠点施設の整備を図る。

小さな拠点づく
り推進事業

小さな拠点づくりを推進するため、3年間の任
期付き職員を1名雇用する。

人口拡大課

人口拡大課 2,800千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

地域自治組織設
立支援事業

地域の課題解決を一体的に進める地域自治組織
の設立を推進する団体を支援する。

基本施策3 多様な主体が参画する地域自治組織の形成を促進します
①地域自治組織の充実と活動拠点づくり

②市民の自治意識の啓発と地域のリーダーづくり
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H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課 建築課 32,200千円

匹見総合支所地域づくり推進課 3,900千円

基本施策4 地域への定住を確保するための集落対策を促進します

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

ますだ暮らし推
進事業（匹見総
合支所地域づく
り推進課）

まちづくりコーディネーターを配置し、まちづ
くりに関する総合的支援を行う。

空家等対策事業

空き家等の対策の推進に向け、市内の空き家等
の実態調査及びデーターベースを作成し、今後
の空き家の利活用及び危険空き家等の対策に活
用する。

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

ますだ暮らし推
進事業（美都総
合支所地域づく
り推進課）

まちづくりコーディネーターを配置し、まちづ
くりに関する総合的支援を行う。

ＵＩターン者等
奨励事業

新規学卒者（高卒・大学等卒業後１年未満）、
実家へのUターン者、UIターン者に対する住ま
いの助成を行い、市内への定着を図る。

人口拡大課 67,400千円

美都総合支所地域づくり推進課 3,900千円

ますだ暮らし推
進事業

定住相談員を配置し、UIターン等で来られた方
のフォローや地域の受入れ体制の整備、地域の
特色づくりを行う。

人口拡大課 9,100千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

基本施策4 地域への定住を確保するための集落対策を促進します

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

①U・Iターンの支援

②空き家の利用促進
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基本目標7

① 市民の参画機会の拡充 

② 行政による地域自治活動のサポート体制の充実 

① 市民ニーズに対応した行政組織の再編 

② 効率的かつ効果的な行政サービスを提供できる職員人材育成の強化及び情報 

  システムの充実 

③ 財政計画に基づく健全な事業運営の推進 

① 情報公開制度の充実 

② 広報・広聴機能の充実 

③ 財政状況等の公表 

④ 透明性のある議会機能の充実 

④ 民間活力の導入などによる効率的かつ効果的な施設の管理・運営の推進 

基本施策 具 体 施 策 

基本施策２ 分かりやすく開かれた行政を推進します 

基本施策１ 市民と行政の協働を推進します 

基本施策３ 効率的かつ効果的で健全な行財政運営を行います 
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H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

基本施策2 分かりやすく開かれた行政を推進します
①情報公開制度の充実

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

文書管理システ
ム改修等事業

更新予定の職員用端末のOS及びブラウザに適
用するためのシステム改修を行うとともに、平
成21年度導入時から使用している専用サーバの
更新を行う。

総務管財課 3,300千円

総務管財課 2,400千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

固定資産台帳整
備事業

平成27年度に整備した固定資産台帳に固定資産
異動データの洗い出しと台帳更新をする。

電話交換機更新
事業

老朽化した電話交換機の更新を行う。

総務管財課 42,700千円

議場音響設備等
改修事業

老朽化した議場の音響設備の更新を行う。

議会事務局 12,600千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

基本施策3 効率的かつ効果的で健全な行財政運営を行います
②効率的かつ効果的な行政サービスを提供できる職員人材育成の強化及び情報システムの充実

地方公会計シス
テム等整備経費

固定資産台帳管理、財務書類作成、財務書類の
活用等に係るシステムを導入する。

財政課 5,600千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

基本施策2 分かりやすく開かれた行政を推進します
④透明性のある議会機能の充実

秘書広報課

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

基本施策2 分かりやすく開かれた行政を推進します

基本施策2 分かりやすく開かれた行政を推進します

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

市勢要覧作成経
費

市勢要覧を新しく作成する。
（前回作成：平成22年度）

未　　定

②広報・広聴機能の充実

③財政状況等の公表
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H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
継続

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

印刷機・丁合機
更新事業

老朽化した印刷機、自動丁合機を更新する。

出納室 2,700千円

税務課 9,700千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

地番図修正業務
経費

3年に1度の評価替えに伴い、地番図修正を行
う。

土地不動産鑑定
経費

3年に1度の評価替えに伴い、不動産鑑定を行
う。

税務課 21,500千円

市民課 11,000千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

基本施策3 効率的かつ効果的で健全な行財政運営を行います

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

住民票等コンビ
ニ交付事業

住民票・税証明書のコンビニ交付を実施する際
に必要となる負担金や手数料

③財政計画に基づく健全な事業運営の推進

電子自治体推進
事業

住民票・税証明書のコンビニ交付システムの導
入や証明書自動交付システムの運用及び維持管
理を行う。

情報政策課 36,700千円

庁内情報化推進
事業

情報系システム（財務会計等）、インターネット
やLGWANとの接続環境の運用及び維持管理、並
びに職員パソコン及びセキュリティシステムの整
備を行う。

情報政策課 111,500千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

情 報 セ キ ュ リ
ティ強靱化事業

情報セキュリティ対策の抜本的強化にかかるシ
ステムの整備を行う。

情報政策課 66,800千円

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

基本施策3 効率的かつ効果的で健全な行財政運営を行います
②効率的かつ効果的な行政サービスを提供できる職員人材育成の強化及び情報システムの充実

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費
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H29年度 H30年度 H31年度
新規

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

（地方債）

主幹課

H29年度 H30年度 H31年度
新規

（地方債）

主幹課 匹見総合支所住民福祉課

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

財産整備事業
用途廃止となり、普通財産に移管された建物等
で、老朽化し今後使用の見込が無いものについ
て解体整備をする。

豪雪山村開発総
合センター建築
事業

豪雪山村開発総合センターの集会ホールを、高
齢化に対応でき、大勢の人が使用できるホール
を新たに建築する。

匹見総合支所住民福祉課

未　　定

未　　定

行革推進課

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

基本施策3 効率的かつ効果的で健全な行財政運営を行います

区分 事業名 事業概要
計画期間／概算事業費

市有施設保全情
報集約化事業

市有施設の管理･運営情報を一元的に把握･比較
するためのシステムを導入する。

未　　定

④民間活力の導入などによる効率的かつ効果的な施設の管理・運営の推進
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