
【１．安心健康都市】

Ⅱ 当初予算（案）の主な事業
※太字の事業は「資料２」に概要を掲載 （単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

１．安心して健やかに暮らせるまち〔安心健康都市〕

（１）市民生活の安心感を高める

<防災>

急傾斜地崩壊対策事業 296,624

県単砂防事業費負担金 1,000

道路災害防止事業 74,200

がけ地近接等危険住宅移転事業 16,064

（拡）自主防災組織育成事業 7,176

災害時要援護者避難支援事業 1,302

土砂災害ハザードマップ作成事業 1,691

コミュニティ助成金 800

（新）災害時衛星携帯電話整備事業 1,820

（新）防災専門家アドバイザリー事業 329

地下壕安全対策事業 1,920

国民保護法制関連事業 824

建築物耐震改修促進事業 4,862

木造住宅の耐震診断費及び耐震改修費補助 3,900

(新) 庁舎別館整備計画作成事業 7,215

（拡）市有建築物耐震改修促進事業 53,838

民間建築物アスベスト対策事業 5,360

都市公園防災事業 130,200

<消防>

（拡）消防分団舎整備事業 29,363

牟礼岡分団ほか

（拡）消防緊急通信指令システム整備事業 102,578

消防緊急通信指令システム機器更新ほか

消防車両等整備事業 251,931

はしご車、水槽付消防ポンプ自動車など

（拡）消防水利整備事業 100,266

　　 　 耐震性防火水槽設置など

（拡）住宅用火災警報器設置促進事業(安心安全マイホームの推進) 4,249
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【１．安心健康都市】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

救急拠点整備事業 34,509

西本署、南本署（高規格救急車）

（新）新型インフルエンザ対策事業 31,925

応急手当普及啓発推進事業 1,496

<治水対策>

河川、水路の整備 2,926,042

　 河川、水路の新設改良、維持補修 195,592

準用河川の改修 159,050

都市基盤河川改修事業 573,200

公共下水道（雨水渠）の整備 1,030,700

　 土地区画整理事業に伴う整備、老朽化対策等

（拡）低地区総合浸水対策緊急事業 967,500

　 個人住宅雨水貯留施設等設置助成事業 11,687

治山事業 20,810

<桜島爆発対策>

港湾改修事業 731,000

　 桜島港長谷地区など

防災行政無線更新事業 2,080

（新）桜島火山ハザードマップ作成事業 349

（新）火山砂防フォーラム開催地負担金 500

<降灰対策>

降灰除去事業 834,156

　　　道路、公共下水道（雨水渠）、宅地、公園、歩道緑地帯、

　 　　　学校校庭、農地など

克灰袋配布事業 1,728

　 商店街桜島降灰対策助成事業 286

降灰地域特別健康診断事業 963

<交通安全・防犯>

安心安全まちづくり事業 908

安心安全パートナーシップ事業 9,066

安心安全地域リーダー育成事業 3,746
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【１．安心健康都市】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

安心安全教育指導員設置事業 9,944

(拡） 特設防犯灯設置事業 3,205

防犯灯の設置費及び電気料補助金 131,226

防犯団体への補助金 16,994

交通安全対策事業 45,626

　 児童通学保護員、交通事故相談員の配置など

交通災害共済事業 64,120

鹿児島市交通安全市民運動推進協議会への補助金 3,440

(拡） 地域安心安全ネットワーク支援事業 5,740

青色防犯パトロール隊活動費補助事業 3,906

（新）地域安心安全推進指導員設置事業 1,854

（新）安心安全協力事業所登録事業 256

（新）自転車盗難防止・安全運転キャンペーン事業 821

<消費生活>

消費者啓発事業 1,958

消費生活フェアの開催 1,500

地域消費者ガイド事業 1,013

スクール・キャンパス消費生活啓発事業 1,924

（新）Ａ（悪質商法）Ｂ（撲滅）Ｃ（シティ）消費者情報ネットかごしま事業 440

（新）消費生活スペシャリスト養成事業 433

（新）地域消費者リーダー事業 248

（新）「だまされもはん」振り込め詐欺啓発事業 1,890

（新）消費生活エキスポかごしま検討事業 552

（２）ともに支えあい、心に届く福祉をすすめる

<地域福祉>

民生委員児童委員活動費交付金 162,762

　 市民生委員児童委員協議会事務局運営費補助金 12,444

福祉ふれあいフェスティバル事業 9,500

市社会福祉協議会補助金 217,421

福祉コミュニティセンター施設改修補助金 8,700

市社会事業協会補助金 36,106

中国残留邦人等支援事業 119,345
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【１．安心健康都市】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

小災害に対する見舞金等 2,312

床上浸水被災者支援補助金 500

（拡）地域福祉推進事業 40,584

（拡）地域福祉館管理運営事業 370,144

（新）地域福祉館住込管理人室改修事業 67,822

（新）緊急雇用対策離職者支援資金利子補助金 93

　 社会福祉事業従事者等研修事業 3,613

ホームレス巡回相談指導事業 1,030

<障害者福祉>

　 身体障害者手帳交付事業 1,855

特別障害者手当等支給事業 268,620

市民福祉手当支給事業 321,796

重度心身障害者等医療費助成事業 1,454,310

友愛パス交付事業 277,834

友愛タクシー券交付事業 61,335

ゆうあい福祉バス運行事業 4,485

　　 障害者住宅改造費助成事業 23,322

　　 難病患者等ホームヘルプサービス事業 572

難病患者等日常生活用具給付事業 563

障害者等相談事業 1,952

ゆうあい訪問給食事業 23,917

人工呼吸器・酸素濃縮器使用電気料助成事業 1,676

重度心身障害者（児）紙おむつ等助成事業 8,947

（拡）児童デイサービス支援事業 108,594

障害児（者）地域療育等支援事業 6,842

障害児学童保育支援事業補助金 15,210

障害者福祉施設整備補助事業 5,953

心身障害者総合福祉センター管理運営・施設整備事業 60,208

　 知的障害者福祉センター管理運営・施設整備事業 74,460

通所援護事業補助金 77,837

小規模通所授産施設運営費補助金 20,000

（新）ゆうあいガイドブック作成事業 7,254

精神保健福祉交流センター管理運営事業 27,559

精神保健推進事業 14,382
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【１．安心健康都市】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

<障害者自立支援>

障害福祉計画策定・管理事業 2,211

障害福祉サービス給付事業 5,374,787

（拡）障害福祉サービス利用者負担軽減事業 71,535

児童デイサービス利用者負担軽減事業 13,061

（拡）自立支援医療費支給事業 907,354

補装具費支給事業 193,488

障害児補装具利用者負担軽減事業 2,154

障害者相談支援等事業 55,114

成年後見制度利用支援事業 1,145

日常生活用具給付事業 112,059

移動支援事業 103,821

（拡）地域活動支援センター事業 136,468

福祉ホーム事業 10,145

訪問入浴事業 34,101

（拡）更生訓練費等支給事業 12,300

社会参加促進事業 40,488

生活サポート事業 691

日中一時支援事業 53,680

（拡）障害者自立支援対策臨時特例交付金による特別対策事業 97,167

<児童福祉>

（拡）愛の福祉基金事業 7,393

　 児童扶養手当 2,918,867

　 母子・父子家庭等医療費助成事業 282,587

市母子寡婦福祉会補助金 2,081

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 6,518

母子自立支援員設置事業 11,928

婦人相談員設置事業 6,925

　 家庭児童相談員設置事業 6,378

市民福祉手当（遺児等修学手当）支給事業 138,893

児童虐待対策事業 1,817

（拡）母子家庭等自立支援事業 22,992

母子・父子家庭等生活支援事業 2,591
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【１．安心健康都市】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

<国民健康保険>

　 国民健康保険事業特別会計に対する繰出金 5,875,289

　 　 一般会計繰出金

　 （拡）保険税軽減 3,300,000

　 出産育児一時金 229,520

　 事務費 125,815

　 保険基盤安定制度に基づく繰出金 2,219,954

　 医療費通知事業 20,668

人間ドック・脳ドック利用補助金 16,500

　 はり、きゅう施設利用補助金 80,850

　 出産費資金貸付金 3,648

（拡）特定健康診査・特定保健指導事業 305,459

（３）健やかで明るい高齢社会を築く

<高齢者福祉>

敬老パス交付事業 484,348

すこやか入浴事業 132,176

心をつなぐ訪問給食事業 221,075

高齢者福祉センター等管理運営・施設整備事業 239,483

（拡）長才まつり開催事業 17,103

　 在宅介護支援システム設置事業 21,916

生きがい対応型デイサービス事業 27,471

　 ひとり暮らし高齢者等家事援助サービス事業 11,256

　 虚弱高齢者等福祉用具給付事業 9,869

　 老人介護手当支給事業 164,071

　 老人クラブ補助金 31,063

寝たきり高齢者等訪問歯科診療推進事業補助金 2,834

寝たきり高齢者等理髪・美容サービス事業 2,106

地域ふれあい交流助成事業 13,090

老人福祉施設整備費補助金 3,500

　 老人福祉施設整備資金利子補助金 52,243

　 軽費老人ホーム（ケアハウス）事務費補助金 312,313

敬老祝事業 96,669
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【１．安心健康都市】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

愛のふれあい会食事業 49,822

紙おむつ等助成事業 166,653

　 高齢者住宅改造費助成事業 33,327

高齢者福祉バス運行事業 13,620

（拡）高齢者ゲートボール場等整備事業 7,160

（拡）高齢者虐待防止対策事業 741

鹿児島県後期高齢者医療広域連合負担金 191,621

後期高齢者医療療養給付費負担金 4,745,830

（拡）後期高齢者長寿健診事業 58,031

後期高齢者保健事業 72,484

<介護保険>

介護保険特別会計に対する繰出金 4,699,886

　 一般会計繰出金

　 　 介護給付費繰出金 4,088,909

　 介護保険事務費繰出金 490,405

地域支援事業費繰出金 120,572

（４）安心して子育てができる環境を整える

<少子化対策>

（拡）私立保育所運営費 7,294,426

児童手当 4,502,630

児童福祉施設整備費等補助金 109,925

待機児童解消のための保育所施設整備費等補助金 17,920

（拡）かごしま市保育計画推進事業 790

新子育て支援計画推進事業 762

乳幼児健康支援一時預かり事業 46,654

乳幼児医療費助成事業 813,190

母親クラブ育成・支援補助金 2,268

ファミリー・サポート・センター事業 10,230

（拡）放課後児童健全育成事業 410,390

（拡）児童クラブ施設整備事業 57,264

放課後児童健全育成補助金 14,289

（拡）特別保育事業 604,432
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【１．安心健康都市】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

私立保育所補助金 313,593

（拡）認可外保育施設補助金 46,236

（新）多子世帯保育料軽減事業（保育所関係） 51,517

児童センター運営事業 35,554

地域子育て支援センター事業 64,785

子育て短期支援事業 4,798

錦江湾わくわく親子クルージング事業 3,141

育児支援家庭訪問事業 10,763

親子つどいの広場運営事業 31,525

（拡）すこやか子育て交流館（仮称）施設整備事業 11,319

第二期子育て支援計画策定事業 4,128

にこにこ子育て応援隊支援事業 2,212

（新）子育てほっとクラブ事業（子育てグループ活動支援事業） 616

（拡）ちびっこ広場管理・施設整備事業 18,647

産後ケア事業 4,593

（拡）子どもすこやか安心ねっと事業 9,521

育児支援事業 6,238

特定不妊治療費助成事業 32,326

（５）市民の健康・体力づくりを支援する

　

<健康づくり>

（新）食育推進事業 1,762

５５プランでゴーゴー!普及キャンペーン事業 469

かごしま市民健康５５プラン推進事業 3,646

　 健康づくり月間イベント開催事業 2,552

健康増進施設管理運営事業 263,387

健康増進施設整備事業 6,400

<保健予防>

（拡）妊婦健康診査・健康相談事業 540,254

乳幼児健康診査事業 113,641

新生児・妊産婦訪問指導事業 17,593

こんにちは赤ちゃん事業 6,978

幼児むし歯予防事業 27,149
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【１．安心健康都市】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

就学前歯の健康づくり事業 6,760

未熟児養育医療及び妊娠高血圧症候群等療養援護事業 56,952

　 小児慢性特定疾患治療研究事業 107,514

生活習慣改善支援事業 9,058

特定保健指導事業 4,771

（拡）元気いきいき検診事業 342,953

個別予防接種事業 399,094

（拡）感染症予防医療事業 7,367

特定感染症検査等事業 2,822

　　　　インフルエンザ個別予防接種事業 242,700

乳幼児細菌性髄膜炎予防接種補助事業 49,065

胸部レントゲン健康診断事業 14,352

結核健康診断事業費補助金 5,706

　 難病患者地域支援事業 1,935

自殺防止対策事業 1,124

<スポーツ・レクリエーション>

市民生き生きスポ・レクフェスタの開催 3,785

地域スポーツクラブ育成事業 2,171

　 学校体育施設開放事業 52,345

（拡）体育施設等整備事業 153,592

　 競技力向上対策事業 777

各種地域おこし大会補助金 900

各地域運動会等負担金 4,000

ランニング桜島大会負担金 2,500

各種スポーツ大会負担金 1,000

（拡）生見海水浴場整備事業 77,822

（拡）新鴨池公園水泳プール整備・運営事業 1,071,930

（新）鴨池公園野球場防球フェンス整備事業 1,480

<救急・休日夜間医療>

（拡）夜間急病センター管理運営事業 333,354

　 在宅当番医制委託事業 12,631

　 共同利用型病院運営費補助金 24,425

　 夜間救急薬局運営費補助金 12,180
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【１．安心健康都市】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

夜間歯科診療事業運営費補助金 11,421

　　　　県口腔保健センター運営費補助金 1,780

<市立病院>

　 市立病院の整備充実（病院事業特別会計） 366,685

　 医療器械の整備等

　 マンモグラフィ

（拡）市立病院建設事業 246,308
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【２．個性創造都市】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

２．豊かな心と個性を育むまち〔個性創造都市〕

（１）心豊かでたくましい子どもたちを育む

　 鹿児島市の教育を考える市民会議の提言実行事業 25,069

　 「こころの言の葉」コンクール事業 2,108

　 不登校児童生徒支援事業 19,529

子ども体験活動支援情報誌作成事業 2,001

　 心豊かで元気あふれる「さつまっ子」育成事業 1,262

　 明るく楽しい学校づくりサポート事業 169

　 　

<幼児教育>

（拡）幼稚園就園奨励費補助事業 717,729

（新）多子世帯保育料等軽減事業（幼稚園関係） 31,301

私立幼稚園協会補助金 141,982

　 私立幼稚園施設等整備補助事業 11,619

　

<義務教育>

既設校舎等の整備 396,341

教室床改修　　屋外便所整備　　屋内運動場床改修　　校庭整地　他

校舎・屋体等整備事業 2,160,549

屋内運動場

増改築　　　　工事：南小、福平小、西伊敷小　　設計：広木小、武小

大規模改造　工事：桜島中　設計：明和小、前之浜小　　

地震補強　　 工事：西伊敷小（大規模改造含む） 他

校舎 

増   築　　　   工事：向陽小

大規模改造　 工事：東桜島小、吉野中

地震補強　　　工事：坂元小（大規模改造含む）

　　　　　　　　　工事：吉野東小ほか５校（外壁改修含む）

　　　　　　　　　工事：西谷山小ほか７校 他

学校クーラー設置事業 145,934

小学校　　本名小ほか１６校の管理諸室    

中学校    吉田北中ほか５校の管理諸室等  

（新）旧吉田小学校跡整備事業 3,600
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【２．個性創造都市】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

（新）教育振興基本計画策定事業 2,667

個性あふれる学校づくり推進事業 13,050

小学校における英会話活動の推進事業 24,147

（拡）学校コンピュータ活用推進事業 322,987

教育情報ネットワークシステム活用推進事業 64,881

　 音楽等文化活動補助事業 4,100

生徒指導の充実事業 4,592

校内研修会への講師の派遣ほか

教育相談の充実 47,682

（拡）国際交流教育の推進事業 97,922

外国人等児童生徒の教育推進事業 967

　 国内交流教育の推進～鶴岡市・大垣市・養老町との中学生交流 5,404

ふるさと先生招へい事業 3,600

夢・挑戦キャリア教育推進事業 4,736

夢をはぐくむ「さつまっ子」育成事業 3,240

豊かな体験活動推進事業 3,000

（新）「郷土の偉人に学ぶ鹿児島の心」推進事業 1,599

スクールソーシャルワーカー実践研究事業 8,000

（新）心のパートナー派遣事業 1,991

（新）新学習指導要領の移行措置に伴う理科等教材費 136,178

遠距離通学費補助事業 14,205

（新）安心安全通学費補助事業 4,636

<高等学校教育>

既設校舎等の整備 62,176

教室改修　校庭整地　他

校舎・屋体等整備事業 34,793

地震補強     工事：商業高校　　他

学校クーラー設置事業　　 21,642

家庭科被服室　　工事：女子高校

私立高等学校に対する助成 21,600

市立高等学校就職サポート事業 2,352
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【２．個性創造都市】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

<学校保健体育>

学校プールの整備 11,100

宮小　実施設計ほか

体育施設の整備 2,894

小学校体育施設の整備

学校医等の報酬 119,229

学校職員安全衛生管理事業（嘱託医・健康管理医の配置） 3,760

中学校・高等学校運動部活動活性化事業 6,907

高等学校体育施設の整備 4,800

性教育推進事業 854

学校給食施設設備整備事業（自校方式校） 9,150

（新）学校安全防犯対策事業 6,963

<特別支援教育>

特別支援学級施設設備の整備 16,791

犬迫小　床張替工事等

私立幼稚園障害児教育補助事業 6,272

（拡）特別支援教育推進事業 89,130

（新）車いす用階段昇降機整備事業 1,978

<青少年教育>

少年自然の家施設整備事業 31,123

少年自然の家主催事業 645

わくわくアドベンチャー事業 968

子ども会育成事業 8,374

　 九州都市中学生交流大会派遣事業 1,469

青少年ふれあい交流・体験活動促進事業 458

　　 青年会館講座の開設 512

（拡）新・郷中教育推進事業 15,936

（２）個性と創造性豊かな人をつくる

<生涯学習>

生涯学習推進懇話会の運営 300

　 生涯学習プラザ講座等の開設 3,932
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【２．個性創造都市】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

生涯学習フェスティバルの開催 3,653

（拡）生涯学習情報システム利便性向上事業 9,424

　 地域公民館施設の整備 40,388

地域公民館各種講座の開設 19,880

高齢者いきいき元気塾の開催 7,783

（新）新喜入公民館整備事業 22,800

各種女性講座の開設 3,465

社会学級の開設 10,624

わがまち自慢づくり推進事業 3,950

（拡）西郷南洲顕彰館展示リニューアル事業 155,498

（新）学校支援ボランティア事業 24,966

専修学校等に対する助成 10,350

（３）地域に根ざした市民文化を創る

　

<文化振興>

図書館資料の充実 69,928

子どもの読書活動支援事業 470

ブックスタート事業 3,850

 美術館特別企画展等の開催 44,928

イタリア美術とナポレオン展、西山英雄展、蔵出し美術館など

市民作品公募展～ミュージアムパーク～の開催 301

（新）美術品等取得基金制度の創設 300,000

市民文化活動推進事業 2,466

ふるさと芸能祭、市民文化祭の開催

市少年少女合唱団振興事業 1,913

(拡） 鹿児島芸術鑑賞事業 19,698

子どもいきいき表現力教室

劇団四季ミュージカル鹿児島公演観劇会

椋鳩十児童文学賞 14,384

　 文化団体との共催事業の推進 3,760

（拡）かごしま近代文学館及びメルヘン館リニューアル事業 47,400

（新）科学館の利用促進 3,260

かごしまおもしろ科学フェスティバルの開催

市民文化ホール管理公社自主文化事業補助金 20,000
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【２．個性創造都市】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

市民文化ホール施設設備等整備事業 83,589

<文化財の保護と活用>

郷土芸能保護事業 4,100

　 埋蔵文化財発掘調査事業 55,596

　 ふるさと考古歴史館企画展の開催 5,804

絵でみる考古学（仮称）

ふるさと考古歴史館谷山地域芸能祭の開催 775

ふるさと文化財発見事業 2,699

（拡）異人館ルネッサンス事業 63,588

（拡）玉里邸庭園整備事業 109,225

（拡）喜入のメヒルギ再生整備事業 19,707

（拡）近代化産業遺産保存活用事業 14,636

      

（４）心ふれあい支えあう市民社会を形成する

      

<人権の尊重>

人権啓発活動事業 1,550

同和運動団体の活動に対する助成 2,219

鹿児島人権擁護委員協議会補助金 1,049

人権教育の推進 3,667

<男女共同参画社会の形成>

男女共同参画フェスティバル事業 3,500

男女共同参画情報誌発行経費 3,512

男女共同参画センターの活用 16,040

学習啓発、市民活動支援、相談など

男女共同参画計画推進事業 562

（拡）男女間における暴力対策事業 1,524

　 市女性団体連合会活動助成金 825

新しいかごしま市を考える女性会議運営経費 419
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【２．個性創造都市】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

<コミュニティ>

（新）コミュニティビジョン策定事業 10,000

（新）町内会加入促進事業 3,321

（新）町内会リーダー緊急養成事業 240

コミュニティづくりの推進事業 2,098

みんなで参加わがまちづくり支援事業補助金 19,600

　 町内会広報活動推進補助金 2,430

町内会集会所建築等補助金 30,850

（新）町内会集会所バリアフリー化支援事業補助金 5,000

コミュニティ助成金 2,500

(拡) 地域まつり支援事業 6,000
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【３．快適環境都市】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

３．人と自然にやさしい快適なまち〔快適環境都市〕

（１）循環型社会の仕組みを整える

<環境保全>

環境アドバイザー配置事業 2,131

環境基本計画推進事業 2,273

地球温暖化対策推進事業 2,674

エコドライブ推進事業 530

（新）再生可能エネルギー導入推進事業 45,231

（新）電動アシスト自転車普及促進事業 6,000

（新）電気自動車導入事業 36,424

（新）電気自動車普及促進事業 3,000

かごしま環境未来館施設管理運営 31,026

（拡）かごしま環境未来館広報事業 7,077

（拡）かごしま環境未来館環境イベント・企画展開催事業 13,010

かごしま環境未来館環境学習推進事業 32,222

かごしま環境未来館環境情報システム運営事業 13,931

かごしま環境未来館協働運営事業 231

環境パートナーシップ推進事業 7,845

地球温暖化対策市民･事業者協働事業 19,079

エコライフファミリー事業 1,308

環境管理事業所認定事業 2,936

学校版環境ＩＳＯ認定事業 724

（拡）小中学校太陽光発電装置整備事業 111,688

（新）学校環境調査研究事業 3,848

学校給食施設自然エネルギー活用事業　　　　 5,900

（拡）住宅用太陽光発電導入促進事業補助金 54,000

低公害車の導入促進 152,663

低公害車普及促進対策事業補助金 2,000

公害防止対策事業 58,373

　 大気保全、騒音振動防止、水質汚濁防止、地下水保全

環境監査事業 1,155

かごしま環境未来館リサイクル工房運営事業 11,876

かごしま環境未来館リユース・リサイクルショップ運営事業 5,591
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【３．快適環境都市】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

（新）かごしま環境未来館３R啓発事業 1,151

（新）公共建築物環境対策調査研究事業 4,337

新船建造事業 2,417

　 休廃止鉱山鉱害防止事業 19,992

<一般廃棄物等>

ごみの減量化・資源化推進事業

３Ｒ推進事業 18,056

資源化推進事業 88,360

資源物回収活動補助金 26,379

生ごみ処理機器設置費補助金 9,120

（新）スプレー缶等収集事業 8,667

一般廃棄物処理基本計画策定事業 2,462

（新）事業所ごみ適正処理促進事業 10,500

資源物等収集適正化推進事業 9,269

北部・南部清掃工場施設整備事業 698,300

（新）リサイクルプラザ２号棟破袋機整備事業 51,800

（新）旧北部清掃工場解体・ストックヤード建築事業 330,080

（拡）北部清掃工場ＩＳＯ１４００１認証取得事業 2,253

（新）北部清掃工場グリーンベルト整備事業 415,001

<産業廃棄物>

（新）廃棄物適正処理指導状況等データベース化事業 1,630

（２）潤いのある空間を創出する

<自然環境>

自然保護事業 9,741

(新） 甲突川等水辺の生き物再生事業 682

<公園緑地>

（拡）都市公園建設事業 390,210

都市公園リフレッシュ事業 103,720

都市公園安心安全対策推進事業 109,046

公園・緑地の施設等の維持管理 1,270,857
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【３．快適環境都市】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

（拡）平川動物公園リニューアル事業 939,049

<都市緑化>

（拡）地域福祉館緑のカーテン設置事業 1,748

緑地維持管理事業 408,486

街路樹、花壇等の維持管理

緑化普及啓発事業 12,644

錦江湾公園はなまつり、ふれあい園芸教室の開催など

緑のリフレッシュ事業 50,237

街路樹の整備改良ほか

緑の街並みづくり推進事業 14,645

（拡）市電軌道敷緑化整備事業 128,040

まちと緑のハーモニープラン策定事業 15,201

全国都市緑化フェア開催事業 44,188

（拡）学校施設緑化推進事業　　　　 102,082

<都市景観>

ブルースカイ計画事業 350,700

平田橋武線、鷹師西田線

次世代へつなぐ景観誘導事業 1,155

（拡）地域景観掘り起こし事業 1,478

（拡）景観づくり応援事業 690

（新）屋外広告物による景観まちづくり事業 15,366

（３）住みよい暮らしを支える

<住宅と住環境>

市営住宅の建設 1,417,472

市営住宅建替等推進事業 41,176

優良賃貸住宅供給促進事業 71,019

市営住宅修繕事業 147,544

既存集落活性化住宅建設事業 120,679

市営住宅ストック総合改善事業 452,061

住居表示実施事業 8,936
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【３．快適環境都市】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

<生活道路>

道路、橋りょうの整備 4,606,138

道路の改良、舗装・維持補修 3,827,856

側溝の整備 714,213

橋りょうの改良、維持補修など 64,069

　    第一古屋敷橋ほか

（拡）橋りょう長寿命化修繕計画策定事業 17,234

新川河川改修に伴う橋りょう等整備事業 136,487

徳重橋ほか

交通安全施設の整備 1,609,270

歩道設置、交差点改良、視距改良、路肩改良、防護柵、道路照明、

道路区画線、道路反射鏡、踏切道改良など

市道バリアフリー推進事業 501,000

<水道>

（拡）上水道の整備（水道事業特別会計） 4,355,266

第１１回水道拡張事業 1,821,463

配水管整備事業 869,780

水道建設改良事業 853,833

旧５町水道施設整備事業 810,190

（拡）鉛製給水管の布設替 509,736

（拡）給水タンク車整備事業 12,865

（拡）簡易水道等の編入のための基幹施設整備 35,637

（拡）簡易水道等編入促進事業補助金 23,758

簡易水道組合等補助金 5,464

<公共下水道（汚水）>

（拡）下水道の整備（公共下水道事業特別会計） 2,916,599

下水道建設事業 2,357,822

下水道改良事業 558,777

（新）下水道施設新エネルギー導入可能性調査事業 10,800

（新）下水汚泥等市民利用促進研究事業 3,240

（新）下水道長寿命化計画策定事業 15,000

低宅地汚水ポンプ施設設置補助金 5,500
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【３．快適環境都市】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

（拡）衛生処理施設等整備事業 80,042

牟礼岡団地地域下水道施設整備事業（地域下水道事業特別会計への繰出金） 44,100

浄化槽整備事業補助金 547,423

<環境衛生>

（拡）美しいまちづくり推進事業 16,176

（新）ポイ捨て地区定点調査事業 2,607

（拡）犬猫等の飼養者啓発事業 3,158

<墓地・斎場>

（拡）斎場施設整備事業 61,402

市営墓地施設改良事業 84,450

市営墓地環境整備事業 16,661

共同墓地整備統合事業等補助金 10,775
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【４．交流拠点都市】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

４．機能的で多彩な交流が拡がるまち〔交流拠点都市〕

（１）バリアフリー化を進め、拠点性を高める

<土地利用>

都市計画関連事業 25,590

　 都市計画基礎調査解析など

（新）コンパクトな市街地形成促進事業 16,934

集客施設（商業集積）ガイドプラン事前調査など

谷山駅周辺地区土地利用方針策定事業 1,960

（新）谷山第三地区土地利用方針策定事業 4,828

（新）地籍調査事業 1,801

<市街地整備>

　 鹿児島駅周辺都市拠点総合整備事業 28,102

谷山地区連続立体交差事業 612,538

　 市街地再開発促進事業 930

中央町２２番街区市街地再開発事業 302,738

中央町２３番街区市街地再開発事業 320,597

鹿児島中央駅東口地区一体的まちづくり等推進事業 7,411

（新）いづろ・天文館地区回遊空間づくり推進事業 9,770

（拡）土地区画整理事業の推進 9,959,924

原良第二地区 　２０．４ｈａ 60,765

原良第三地区 　１５．６ｈａ 1,934,711

宇宿中間地区 　８１．８ｈａ 1,934,129

吉野地区 １１４．１ｈａ 2,862,229

谷山第二地区 　７２．９ｈａ 2,040,748

郡山中央地区 　４６．２ｈａ 695,111

谷山駅周辺地区　１５．３ｈa 337,843

谷山第三地区 　３４．９ｈａ 94,388

吉野第二地区（仮称）土地区画整理事業調査 32,545

　 宇宿中間地区地区界対策事業 87,488

吉野地区地区界対策事業 8,919

（新）市街地整備手法検討事業 7,600
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【４．交流拠点都市】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

<農村地域整備>

 農村振興対策事業 17,237

市民農園運営管理事業 2,230

農村研修施設管理・改修事業 37,790

農村広場管理事業 4,595

遊休農地解消等対策事業 6,346

農林水産まつりの開催 14,015

地域農業まつりの開催 10,000

ぐるっとかごしまスタンプラリー事業 1,000

かごしま再発見地域めぐり事業 2,394

市域内交流事業 1,779

<ウォーターフロント>

（新）かごしま水族館キッズモニター事業 －

かごしま水族館管理運営・施設整備事業 757,251

鹿児島港港湾整備事業費負担金 273,067

喜入港港湾整備事業費負担金 4,980

錦江湾みらい総合戦略推進協議会負担金 573

海づり公園管理事業 46,245

（２）総合交通ネットワークを構築する

<広域交通体系>

高規格幹線道路整備促進負担金 339

<市内交通体系>

コミュニティバス運行事業 30,812

（拡）公共交通不便地対策事業 66,091

廃止バス路線対策事業 28,339

（拡）公共交通ビジョン策定経費 12,183

都市交通システム整備事業補助金 2,000

街路事業の推進 1,441,894

高麗通線、武武岡線、宇宿広木線、谷山支所前通線など

自転車等駐車対策 153,553

中央地区及び鹿児島中央駅地区自転車等駐車場の管理運営など
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【４．交流拠点都市】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

<市営交通事業>（交通事業特別会計）

交通事業の整備

　 バス停留所上屋の設置 1,900

軌道改良事業 310,094

低公害低床型バス購入事業 165,928

（拡）バス運行情報提供システム導入調査事業 3,000

<船舶事業>（船舶事業特別会計）

新船建造事業 2,417

（拡）桜島港フェリー施設整備事業 34,057

（新）桜島港フェリーターミナル改修事業 3,478

（３）グローバルな人・情報のネットワークを拡げる

<地域情報化の推進>

地域情報化推進事業 210,505

かごしまＩＴフェスタ開催事業 2,676

（拡）ブロードバンド整備促進事業補助金 18,000

（新）地上デジタル放送受信共聴施設整備事業補助金 1,680

<産学官の連携>

都市型農業振興のための大学との連携事業 1,945

<国際・国内交流>

姉妹友好都市等との交流事業 69,072

(拡）青少年の翼事業

姉妹友好都市等との交流

アジアとの交流

(新）姉妹友好都市等との周年事業

外国人留学生等との交流事業 22,599

鹿児島市国際交流市民の会負担金 7,800

国際交流アドバイザー事業 11,002

国際交流活動助成事業 3,000

アジア青少年芸術祭開催事業 16,577
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【５．産業活力都市】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

５．にぎわいと活力あふれるまち〔産業活力都市〕

（１）中心市街地のにぎわいを高める

<中心市街地>

中心市街地活性化推進事業 5,334

（拡）東千石町１９番街区整備事業 62,807

（拡）街なか空き店舗活用事業 14,794

（拡）みなと大通り別館市民アートギャラリー運営事業 3,315

356,000

（拡） 376,800

パース通線、中央通線ほか

（新）自転車走行ネットワーク形成調査事業 4,700

（２）新しい観光・コンベンションを創出する

<観光>

<”感動”魅力あふれる鹿児島の創造> 　

　 維新ふるさと館管理運営事業 86,316

（拡）歴史ロード“維新ふるさとの道”（仮称）整備事業 269,850

（拡）桜島観光振興プラン推進事業 209,320

（新）“美味のまち鹿児島”魅力づくり事業 12,834

（拡）観光農業公園整備事業 40,682

農業・農村ふれあい体験推進事業 1,653

グリーン・ツーリズム推進事業 6,815

（新）県茶業指導農場跡地整備事業 3,713

（拡）ファンタスティックイルミネーション推進事業 52,278

　 （拡）かごしま温泉活性化事業 32,340

（拡）甲突川右岸緑地整備事業 750,387

鹿児島ぶらりまち歩き推進事業 28,188

（拡）鹿児島カップ火山めぐりヨットレース負担金 17,500

火の島祭り負担金 11,500

　 おはら祭振興会負担金 32,732

かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会負担金 32,900

清滝川通り（仮称）整備事業

舗装新設改良事業
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【５．産業活力都市】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

桜島・錦江湾横断遠泳大会補助金 4,500

谷山ふるさと祭補助金 3,200

<”歓迎”ホスピタリティに満ちた鹿児島の醸成>

（新）鹿児島中央駅総合観光案内所整備事業 18,150

（新）観光案内板調査及びデータベース作成事業 2,000

（拡）観光案内板等整備事業 5,538

　 <”好感”鹿児島シティブランド戦略の展開>

（拡）観光かごしまプロモーション事業 47,389

観光イベントライブ中継事業 810

（新）新幹線全線開業観光キャンペーン事業 19,288

渋谷・鹿児島おはら祭開催支援事業 12,330

スポーツキャンプ受入・誘致事業 11,120

合宿誘致推進事業 2,047

鹿児島観光コンベンション協会負担金 14,000

鹿児島観光コンベンション協会補助金 69,320

<”交流”国際観光・広域観光の推進>

（新）東アジア観光客誘致受入事業 13,898

（拡）九州縦軸3市観光連携事業 2,543

（３）地域産業の創造性を高める

<商業・サービス業・工業・地場産業>

商店街の活性化

にぎわい商店街づくり支援事業 3,651

商店街活性化ソフト対策支援事業 17,386

頑張る商店街支援事業 15,000

商店街ファンタスティックイルミネーション助成事業 7,281

地場産業振興

特産品宣伝事業 3,518

観光と特産品の情報ステーション運営事業 3,624

（拡）南国鹿児島の物産と観光展開催事業 7,999

特産品コンクール開催事業 1,100

伝統的工芸産業の活路開拓支援事業 8,842
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【５．産業活力都市】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

中小企業振興

中小企業指導団体助成事業 20,100

元気の出る中小企業支援事業 2,673

製造業アドバイザー派遣事業 1,377

（拡）中小企業資金融資事業 485,698

新規開業支援利子補給金交付事業 3,496

ソフトプラザかごしま管理運営事業 27,939

ニュービジネス創出支援事業 10,000

　 ソーホーかごしま管理運営事業 20,710

新規創業者等育成支援事業 7,796

（拡）企業誘致推進事業 125,351

（新）鹿児島市商工業振興プラン（仮称）策定事業 7,200

<貿易・流通>

食肉センター施設設備整備事業 22,393

<雇用環境>

勤労者交流センター管理運営事業 75,321

就職困難者等雇用促進助成事業 2,627

（新）若年者等雇用促進助成事業 20,923

中小企業退職金共済掛金補助事業 5,634

若年者就職サポート事業 826

高年齢者就業機会確保等事業 44,925

団塊世代の就労促進事業 4,827

中小企業勤労者総合福祉推進事業補助金 13,615

（４）地域特性を生かした農林水産業を振興する

<農業>

農業担い手育成対策事業 869

新規就農者支援対策事業 5,351

水田農業構造改革対策事業 2,734

農林漁業金融事業 6,420

(新） 農業アドバイザー配置事業 969

園芸振興事業 2,868
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【５．産業活力都市】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

降灰地域防災営農対策事業 153,452

（農産）野菜安定対策事業、果樹安定対策事業、施設整備事業など

（畜産）畜産施設整備事業、飼料作物調整施設設置事業

有害鳥獣被害対策事業 10,979

環境保全型農業推進事業（減農薬栽培の推進） 13,320

野菜価格安定対策事業 628

茶業振興事業 3,255

（拡）特産農産物育成事業 9,113

農林水産物地産地消推進事業 1,764

（新）園芸産地総合支援事業 4,286

黒牛・黒豚資質改善事業 30,800

黒牛資質改善事業、優良家畜導入資金貸付事業

家畜防疫対策事業 5,149

環境保全型畜産推進事業 7,001

受精卵移植事業 9,578

農業生産基盤の整備 1,121,178

市単独事業 665,088

農業・農村活性化推進施設等整備事業 14,000

団体営土地改良事業 377,740

村づくり交付金事業、中山間地域総合整備事業         

県営土地改良事業負担金 64,350

<森林・林業>

森林資源整備事業 19,998

森林保護事業 107,736

特用林産振興事業 2,284

森林整備地域活動支援交付金事業 18,990

甲突川・稲荷川流域水源の森整備事業 11,169

竹林健全化整備事業 1,556

（新）市民と協働の森林づくり事業 373

（新）林道整備事業（補助事業導入事業） 8,686
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【５．産業活力都市】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

<水産業>

漁業生産基盤整備事業 7,712

魚礁設置事業、増養殖振興事業

（新）漁業省コスト化促進事業 12,448

マダイ・ヒラメ等放流事業 4,815

水産業金融事業 900
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【６．基本構想の推進にあたって】

（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

６．基本構想の推進にあたって

（１）市民に開かれた分権型社会をつくる

広報紙等による市政広報 89,032

　市民のひろば

　市民フォト鹿児島

テレビ・ラジオ等による市政広報 112,848

情報公開・個人情報保護制度の実施 5,779

　 市民参画推進事業 782

市民活動促進事業 573

地域まちづくりワークショップ事業 3,641

（拡）市民とつくる協働のまち事業 8,058

市長とふれあいトーク 364

わたしの提言 311

市民相談事業 13,773

まちかどコメンテーター事業 186

市政出前トーク事業 195

（新）議会設備等整備事業 1,300

（２）将来を見据えた行財政運営を推進する

（新）次期総合計画策定事業 20,831

（拡）統合型ＧＩＳ事業 92,430

（拡）情報システム最適化調査事業 14,700

（新）県警察本部跡地駐車場整備事業 6,627

（拡）人材育成の推進 5,363

（拡）納税お知らせセンター事業 21,089

（拡）保育料等納入促進事業 10,699

外部監査経費 17,377

(新) 住民基本台帳カード普及促進事業 16,255

総合案内コールセンター運営事業 37,117

（拡）新喜入支所庁舎整備事業 92,084

公共建築物ストックマネジメント事業 14,015

(新) 学校建築物ストックマネジメント事業 5,079
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