
項目名 広域市町村圏の連携強化

所管課名 政策推進課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１，４２３千円
Ｈ１８予算：１，４２３千円
Ｈ１９予算：１，３８４千円

項目名 鉄道網の整備促進

所管課名 交通政策課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１４９千円
Ｈ１８予算：１８０千円
Ｈ１９予算：１５８千円

項目名 JR広木駅（仮称）の設置促進

所管課名 交通政策課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：２，９６３千円
Ｈ１８予算：４３，３４９千円
Ｈ１９予算：７４，９９９千円

項目名 路面電車延伸の検討

所管課名 交通政策課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１，９９５千円

項目名 市民情報ネットワークの充実（公衆端末の整備）

所管課名 情報政策課

備考（事業費等）

Ｈ１８予算：４０６千円

番号 2

内容

鹿児島県鉄道整備促進協議会、指宿枕崎線輸送強化促
進期成会の一員として、国やＪＲ等関係機関に対し、鉄道
網の整備促進にかかる要望活動を行う。

番号 4

内容

　谷山地区への路面電車延伸について、費用便益分析結
果を行うなど総合的に判断した結果、断念せざるを得ない
との結論に至った。

3

内容

内容

・鹿児島広域市町村圏協議会事業

広域行政体制の整備を図り、広域市町村圏計画の事業を
推進する。
  第四次鹿児島広域市町村圏計画の後期基本計画の策
定に向けた取り組みを実施する。
　基本計画に基づいた実施計画のローリング作業を行う。

番号 1

１８年度：
吉田、郡山、桜島に公衆端末を設置

内容

１８年度：
　駅施設、駅前広場の詳細設計
１９年度：
　JR九州と工事協定を締結し、支障物件の移設などに着
手する。

番号 5

番号

新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 ＩＴ交流拠点の整備

所管課名 情報政策課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：５，１１２千円
Ｈ１８予算：５，２６７千円
Ｈ１９予算：５，２３１千円

項目名 電子市役所の構築（統合型ＧＩＳ構築事業）

所管課名 情報政策課

備考（事業費等）

Ｈ１８予算：１３，０９７千円
Ｈ１９予算：２１４，６９４千円

項目名 民間レベルによる国際交流の促進

所管課名 国際交流課

備考（事業費等）

①Ｈ１７事業費（決算）：７，８００　千円
　Ｈ１８予算：７，８００千円
　Ｈ１９予算：７，８００千円

②Ｈ１７事業費（決算）：３，６９２千円
　Ｈ１８予算：３，０００千円
　Ｈ１９予算：３，０００千円

項目名 姉妹都市等、国際・国内交流事業の推進

所管課名 国際交流課

備考（事業費等）

①Ｈ１７事業費（決算）：３２，２１７千円
　Ｈ１８予算：２７，９６０千円
　Ｈ１９予算：３０，７０４千円

②Ｈ１７事業費（決算）：１７，１５０千円
　Ｈ１８予算：１６，７７４千円
　Ｈ１９予算：１４，６９０千円

③Ｈ１７事業費（決算）：５９８　千円
　Ｈ１８予算：４，７３３千円
　Ｈ１９予算：４，４９３千円

6

番号 7

内容

１８年度：
庁内用ＷｅｂＧＩＳの構築（電子住宅地図を利用）
共用空間データ整備仕様作成
個別空間データ整備方針策定
１９年度：
共用空間データ整備

内容

内容

１６年度：
みなと大通り別館１ＦにＩＴ体験コーナーを設置

①鹿児島市国際交流市民の会負担金

②国際交流活動助成

番号

番号 9

内容

①姉妹友好都市等との交流

②青少年の翼事業

③アジアとの交流

番号 8
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 在住外国人との交流促進

所管課名 国際交流課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：２５，８７５　千円
Ｈ１８予算：２８，１４０千円
Ｈ１９予算：２７，１６５千円

項目名 男女共同参画計画推進事業

所管課名 男女共同参画推進課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１，８６９千円
Ｈ１８予算：５，５０４千円
Ｈ１９予算：４７０千円

項目名 男女共同参画センターの活用

所管課名 男女共同参画推進課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：２３，９２６千円
Ｈ１８予算：２５，４５７千円
Ｈ１９予算：２６，９８６千円

項目名 女性に対する暴力対策事業

所管課名 男女共同参画推進課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１６５千円
Ｈ１８予算：９１４千円
Ｈ１９予算：２，４４２千円

番号 11

内容

男女共同参画推進懇話会、関係相談機関研修会・意見交
換会の開催

１７年度のみ　男女共同参画に関する市民意識調査
１８年度のみ　企業対象男女共同参画研修会
  　　　　 男女共同参画計画の改訂
           男女共同参画センター相談員の増

番号

１７年度　暴力対策講座の開催（3回）
１８年度　暴力対策講座の開催（3回）
　　　　　  ＤＶ被害者支援ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座の開催（全6回）
　　　　　  カードサイズＤＶリーフレット作成
１９年度　男女間における暴力に関する調査
　　　　　　庁内におけるＤＶ連絡会の設置

12

内容

男女共同参画の推進拠点施設として、
男女共同参画に関する図書・ビデオの貸出、
各種講座・イベントの開催等学習機会の提供、
育児や市民活動の支援、
男女共同参画の視点を持った相談の実施、
男女共同参画に関する調査研究
などを行った。

番号 13

内容

番号 10

内容

・外国人留学生への図書カード及び共通乗車カード贈呈
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 防災行政無線の整備

所管課名 安心安全課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：０千円
Ｈ１８予算：１，９００千円
Ｈ１９予算：０千円

項目名 自主防災体制の整備促進

所管課名 安心安全課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：２，７０７千円
Ｈ１８予算：４，６８１千円
Ｈ１９予算：５，３２１千円

項目名 退避舎の整備

所管課名 安心安全課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１，０２８千円
Ｈ１８予算：１６，９８２千円
Ｈ１９予算：１０，３００千円

項目名 交通安全市民運動の推進

所管課名 安心安全課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：４５，７４８千円
Ｈ１８予算：４７，３４３千円
Ｈ１９予算：７，４６５千円

番号 17

内容

　鹿児島市交通安全市民運動推進協議会への補助
　交通安全教室の開催。
　児童通学保護員の委嘱。
　交通安全についての広報啓発。

番号 16

内容

　桜島地区の退避舎は老朽化が進んでいるため，年次的
に外壁改修などを行うもの。

内容

　防災行政無線は，老朽化等により機器の更新が必要で
ある。
　平成１９年度においても昨年度に引き続き、整備計画に
ついて検討していく。

番号 15

内容

　防災の基盤となる自主防災組織の育成にかかるもので、
補助金等を支給している。

14番号
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 防犯団体の育成強化

所管課名 安心安全課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１７，２１８千円
Ｈ１８予算：１７，２１８千円
Ｈ１９予算：１６，７９４千円

項目名 防犯灯等の整備の促進

所管課名 安心安全課

備考（事業費等）

（防犯灯補助）
Ｈ１７事業費（決算）：１０５，９３９千円
Ｈ１８予算：１１５，８６５千円
Ｈ１９予算：１１７，５６８千円

（特設防犯灯設置）
Ｈ１７事業費（決算）：１，３５４千円
Ｈ１８予算：１，９２３千円
Ｈ１９予算：１，９２３千円

項目名 消費生活啓発事業の推進

所管課名 消費生活センター

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：２，７３１千円
Ｈ１８予算：２，６４５千円
Ｈ１９予算：２，０４２千円

項目名 消費生活相談の充実

所管課名 消費生活センター

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１４，７８７千円
Ｈ１８予算：１５，５７８千円
Ｈ１９予算：１５，６００千円

番号 21

内容

　電話、来所による消費生活相談を受け付けるとともに、
無料法律相談を実施している。
　また、各支所の窓口でも簡易な消費生活相談の受付を
行っている。

番号 20

内容

　消費生活教室を初めとする各種講座やイベント、出張講
座を実施している。

番号 19

内容

（防犯灯補助）
　町内会等が設置、維持管理する防犯灯に対して設置費
及び電気料を補助
・１７年度実績
　設置費補助　３５２団体　1，389灯
　電気料補助　７８９団体　35,118灯

（特設防犯灯設置）
　町内会と町内会のはざまにある道路の必要な箇所に防
犯灯を市で設置し、その後、町内会へ譲与
・１７年度実績　　８団体　１７灯
・１８年度見込　１０団体　３０灯

番号 18

内容

　各防犯団体に対して補助金を交付し育成強化を図る。
　鹿児島三地区防犯連絡協議会、鹿児島中央地区防犯団
体連合会、鹿児島西地区防犯団体連合会、鹿児島南地区
防犯団体連合会

　伊集院地区分は鹿児島西地区へ、揖宿地区は鹿児島西
地区へ編入
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 人権意識の啓発

所管課名 人権啓発室

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１０８，７１７千円
Ｈ１８予算：１１５，７２２千円
Ｈ１９予算：１２７，４７５千円

項目名 人権教育の充実

所管課名 人権啓発室

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：５，７０３千円
Ｈ１８予算：６，３９１千円
Ｈ１９予算：５，０００千円

項目名 人権相談の充実

所管課名 人権啓発室

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：３６，４０９千円
Ｈ１８予算：３６，９７２千円
Ｈ１９予算：３５，６６６千円

項目名 コミュニティ活動の促進

所管課名 市民参画推進課

備考（事業費等）

（コミュニティづくりの推進）
Ｈ１７事業費（決算）：２，１９０千円
Ｈ１８予算：２，１３２千円
Ｈ１９予算：７，０１７千円
（町内会広報活動推進事業）
Ｈ１７事業費（決算）：１，９３１千円
Ｈ１８予算：３，２９０千円
Ｈ１９予算：２，７６０千円
（町内会降灰除去機購入費補助事業）
Ｈ１７事業費（予算）：１０千円（実績なし）
Ｈ１８予算：なし
Ｈ１９予算：なし
（いきいき地域社会づくり事業〈Ｈ１７までの事業〉）
Ｈ１７事業費（決算）：９，９７４千円
（みんなで参加わがまちづくり支援事業〈Ｈ１８からの新
規事業〉）
Ｈ１８予算：１９，２００千円
Ｈ１９予算：１９，３８０千円

番号 25

内容

　コミュニティに対する意識の高揚を図るとともに、コミュニ
ティ活動への支援や地域活動の核となる人材の育成など
に努めている。

番号 24

内容

　様々な人権問題に関わる相談体制等の充実を図る。

番号 23

内容

　学校教育及び社会教育における人権教育の推進、充実
を図る。

番号 22

内容

　女性、子ども、高齢者、同和問題など様々な人権問題に
関わる啓発の推進を図る。

6



新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 コミュニティ施設整備の促進

所管課名 市民参画推進課

備考（事業費等）

（町内会集会所建築等補助事業）
Ｈ１７事業費（決算）：２２，９４９千円
Ｈ１８予算：２４，６００千円
Ｈ１９予算：１４，３００千円

項目名 広報・広聴機能の充実

所管課名 市民参画推進課・市民相談センター

備考（事業費等）

（市長とふれあいトーク事業）
Ｈ１７事業費（決算）：３６１千円
Ｈ１８予算：４０４千円
Ｈ１９予算：３９１千円
（市政モニター事業）
Ｈ１７事業費（決算）：１,２３７千円
Ｈ１８予算：1,２１９千円
Ｈ１９予算：８６２千円
（わたしの提言事業）
Ｈ１７事業費（決算）：６９千円
Ｈ１８予算：３２８千円
Ｈ１９予算：３３１千円
（市政出前トーク事業）
Ｈ１７事業費（決算）：１９２千円
Ｈ１８予算：２３３千円
Ｈ１９予算：２１０千円

項目名 市政への市民参画の推進

所管課名 市民参画推進課

備考（事業費等）

（市民参画推進事業）
Ｈ１７事業費（決算）：８２４千円
Ｈ１８予算：３３６千円
Ｈ１９予算：７８７千円

項目名 国民年金制度の啓発

所管課名 国民年金課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：２，００３千円
Ｈ１８予算：２，２７８千円
Ｈ１９予算：２，４６２千円

○拠出年金事務費(一般事務費)事業の中で実施

番号 28

内容

　パブリックコメント手続等の市民参画手続を実施するな
ど、市民との協働のまちづくりを進めている。

番号 27

内容

　「市長とふれあいトーク」をはじめとして、「市政モニター
制度」、「わたしの提言」、「市政出前トーク」などの様々な
形態での広聴機能の充実を図っている。

番号 26

内容

　町内会のコミュニティ活動の拠点となる集会所の新築、
取得、増築及び改築に対し補助を行っている。

内容

　市民の年金受給権を確保するため、「市民のひろば」や
パンフレット等により国民年金制度の啓発に努めている。

番号 29
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 国民健康保険における保健事業の実施

所管課名 国民健康保険課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１６１，２６４千円
Ｈ１８予算：１６８，９７５千円
Ｈ１９予算：１７５，０７４千円

項目名 環境未来館（仮称）整備事業

所管課名 環境協働課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：２，２６４，６３４千円
Ｈ１８予算（補正）：１，９４６，２００千円
Ｈ１９予算：１，２３１，９９４千円

項目名 自然保護事業

所管課名 環境政策課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：４，８６１千円
Ｈ１８予算：７，６０５千円
Ｈ１９予算：６，９７６千円

項目名 廃棄物監視指導員設置事業

所管課名 環境指導課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：７，６５３千円
Ｈ１８予算：９，３５１千円
Ｈ１９予算：９，５６９千円

番号 33

内容

　廃棄物の処理に関し、不法投棄、野外焼却等の行われ
やすい場所を中心に定期的なパトロールを実施し、早期発
見、早期対応により不適正処理の未然防止を図る。

[主な業務内容]
・廃棄物の不法投棄等の監視パトロール
・事業所及び産業廃棄物処理施設、自動車リサイクル関
係事業所に対する指導、立入調査
・廃棄物の適正処理に係る調査及び苦情処理

番号 31

内容

１８年度：
　　建築・設備等及び展示の実施設計
　　建築工事費等の補正予算計上
　　本体、展示工事など
１９年度：
　　太陽光発電装置設置工事など
　　環境情報システムの開発

番号 32

内容

１８年度：
　保存樹・保存樹林等の指定、保護
　「鹿児島市の自然」の編集発行
　自然保護作品展の開催
　自然保護地区の維持管理

番号 30

内容

　国民健康保険事業の趣旨普及の徹底と相互扶助意識
の高揚を図る。
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 産業廃棄物処理施設排出水水質監視事業

所管課名 環境指導課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１，４０７千円
Ｈ１８予算：１，７７０千円
Ｈ１９予算：１，６５１千円

項目名 産業廃棄物適正処理指導事業

所管課名 環境指導課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１，５３９千円
Ｈ１８予算：１，１５７千円
Ｈ１９予算：１，７０１千円

項目名 小型合併処理浄化槽設置整備事業

所管課名 環境指導課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：６０４，３６６千円
Ｈ１８予算：５６１，１１２千円
Ｈ１９予算：６０９，５５４千円

項目名 浄化槽関係・管理指導事業

所管課名 環境指導課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１，２７２千円
Ｈ１８予算：１，６６７千円
Ｈ１９予算：１，７８８千円

番号 37

内容

　浄化槽の適正な設置・工事・維持管理に関する事務管理
の迅速化及び関係事業者等への指導を徹底する。

番号 36

内容

　公共下水道認可区域以外の地域において、50人槽以下
の小型合併処理浄化槽を住宅または町内会等が所有す
る集会施設に設置する者に補助金を交付する。

番号 35

内容

　産業廃棄物適正処理体制の確立を図るため、産業廃棄
物処理施設及び自動車リサイクルに係る関係事業者への
立入調査や行政指導及び不法投棄、無許可施設設置等
の監視を実施する。

　[主な業務内容]
・産業廃棄物処理施設及び自動車リサイクル関係事業者
への立入調査
・廃棄物処理施設設置に関する専門家会議の運営
・各種研修会等への出席
・産業廃棄物処理実績（収集運搬・処分）の調査

番号 34

内容

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき産業廃棄
物埋立処分場等の排出水の水質調査を実施する。

調査施設：安定型 終処分場（対象施設13施設）
調査回数：年２回（６月・１１月）
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 住宅用太陽光発電導入促進事業

所管課名 環境保全課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：６４，５１６千円
Ｈ１８予算：５５，３３４千円
Ｈ１９予算：５４，９７１千円

項目名 低公害車導入計画推進事業

所管課名 環境保全課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１９６千円
Ｈ１８予算：４５５千円
Ｈ１９予算：２９４千円

項目名 美しいまちづくり推進事業

所管課名 環境衛生課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１０，７５９千円
Ｈ１８予算：１３，０７６千円
Ｈ１９予算：１１，６７６千円

項目名 市営墓地施設改良事業

所管課名 環境衛生課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：３６，４１５千円
Ｈ１８予算：４１，８００千円
Ｈ１９予算：９９，４００千円

番号 41

内容

　市営墓地の未整備な法面・参道・側溝・防護柵等の改良
及び給水栓設置を行い、公有財産の保全及び墓参者の安
全確保及び利便性の向上を図る。

番号 40

内容

　「鹿児島市みんなでまちを美しくする条例」の目的である
「市民総参加による美しいまちづくり」を推進するため、諸
施策を実施する。
　・まち美化推進団体の登録推進
　・路上禁煙地区の指定及び路面表示板の設置
　・美しいまちづくり推進協議会
　・まち美化地域指導員の認定及び支援

番号 39

内容

１　導入台数（公用車）
　・Ｈ１７年度：　天然ｶﾞｽ自動車　１０台
　　　　　　　　　　LPｶﾞｽ自動車　　　３台
  ・Ｈ１８年度：  天然ｶﾞｽ自動車　　５台
　　　　　　　　　　ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ自動車 　４台
　　　　　　　　　　LPｶﾞｽ自動車　　　８台
  ・Ｈ１９年度：  天然ｶﾞｽ自動車　　５台
　　　　　　　　　　ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ自動車 　２台
　　　　　　　　　　LPｶﾞｽ自動車　　　４台

番号 38

内容

１　補助単価　　４５千円／ｋＷ
２　補助上限  １３５千円（３ｋＷ）
３　補助件数
　・Ｈ１７年度：　４８５件
　・Ｈ１８年度：  ４００件
　・Ｈ１９年度：  ４００件
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 市営墓地環境整備事業

所管課名 環境衛生課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：８，５３０千円
Ｈ１８予算：７，９３４千円
Ｈ１９予算：１１，２９７千円

項目名 共同墓地助成事業

所管課名 環境衛生課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１６，２１１千円
Ｈ１８予算：４２，４２５千円
Ｈ１９予算：２６，８９６千円

項目名 斎場施設整備事業

所管課名 環境衛生課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：４，４８４千円
Ｈ１８予算：１８，２８２千円
Ｈ１９予算：２４，８２５千円

項目名
ごみ処理施設の整備
（新北部清掃工場ごみ焼却施設建設）

所管課名 施設整備室

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：７，３６７，８７４千円
Ｈ１８予算（ 終）： ３，０４３，６８９千円

番号 45

内容

建設期間　Ｈ１４．４～Ｈ１９．３
・焼却炉
　連続運転式（ストーカ式燃焼装置）
　処理能力　５３０t/日（２６５t/日×２炉）
・灰溶融炉
　プラズマ式溶融炉（黒鉛電極式）
　処理能力　９０t/日（４５t/日×２炉）
・発電設備
　蒸気タービン発電機　８,７００kW

番号 44

内容

　北部斎場は竣工以来１９年が経過し、また南部斎場につ
いては１５年が経過し、建築本体及び設備の一部に経年
劣化による損傷等が見られることから、年次的に施設の改
修を行う。

番号 43

内容

　共同墓地管理組合が実施する墓地の整備統合、環境整
備、災害防止及び災害復旧工事に対して助成を行う。

番号 42

内容

　使用者の管理の行き届かない墓地等を整理し、事業用
地等として活用するため、立て札や官報公告等による墓地
名義人からの申し出に対し、管理改善等の指導を行う。

11



新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名
ごみ処理施設の整備
（新北部清掃工場粗大ごみ処理施設建設）

所管課名 施設整備室

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：６９５，７９８千円
Ｈ１８予算（ 終）：１，１４７，８５１千円

項目名
ごみ処理施設の整備
（横井埋立処分場（２工区２期）整備事業）

所管課名 北部清掃工場

備考（事業費等）

Ｈ１８予算（ 終）：２７４，２０６千円
Ｈ１９予算：３６４，１８５千円

項目名
ごみ処理施設の整備
（北部清掃工場施設整備事業）

所管課名 北部清掃工場

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１８２，０１８千円
Ｈ１８予算（ 終）： ８，９２５千円
Ｈ１９予算：８，３５０千円

　北部清掃工場は、平成１８年１１月末で休止した。平成
１８年度においては、業務に支障がないよう 小限の整
備を行った。（新北部清掃工場は、平成１８年１２月から
試運転稼動、平成１９年４月から本稼動）

項目名
ごみ処理施設の整備
（南部清掃工場施設整備事業）

所管課名 南部清掃工場

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１９０，１０３千円
Ｈ１８予算（ 終）： ２２９，８９６千円
Ｈ１９予算：３３８，０００千円

番号 49

内容

　安全で効率的な焼却処理を行うため、毎年定期的な焼
却プラントの整備と法定検査に伴う発電設備等の整備を
行う。
　また、１９年度は定期整備に加えて分散型制御システム
の更新を行う。

番号 48

内容

１７・１８年度：
　安全で適正なごみ焼却処理を行うため、施設・設備機器
の機能保持とダイオキシンの排出を抑制するための整備
を実施する。

１９年度：
　安全で適正なごみ焼却処理及び粗大ごみ処理を行うた
め、クレーン等の法定検査に向けての整備を行うとともに、
既存の用水設備についても定期的に整備し機能維持を図
る。

番号 47

内容

建設期間　Ｈ１８．１０～Ｈ１９．９
埋立面積　２７，０００㎡
埋立容量　５４４，０００㎥
供用開始　Ｈ２０．４
埋立期間（見込）　８年

番号 46

内容

建設期間　Ｈ１４．４～Ｈ１９．３
・概要
　破砕・選別式
　　　　（鉄・アルミ・可燃物・不燃物の４種選別）
　処理能力　３０t/５時間
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 衛生処理施設等の整備

所管課名 南部清掃工場

備考（事業費等）

Ｈ１８予算（ 終）：４６，１２０千円
Ｈ１９予算：４８，７５８千円

項目名 健康づくり支援事業の推進

所管課名 健康づくり推進課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：６，８４２千円
Ｈ１８予算：４，６３５千円
Ｈ１９予算：４，８６３千円

番号 51

番号 50

内容

１７年度　事業無し
１８年度　１．衛生処理センターの貯留槽整
　　　　　　　　備
　　　　　　２．し尿等中継施設の整備
　　　　　　　　（旧松元町・旧吉田町地域）
　　　　　　３．愛宕園衛生処理場前処理機分
　　　　　　　　解整備工事
１９年度　１．し尿等中継施設の整備
　　　　　　　　（旧郡山町地域）
　　　　　　２．愛宕園衛生処理場脱水機整備工事

内容

かごしま市民健康５５プランに盛り込んでいる施策につい
て進行管理を行い、市民の健康づくりの推進を図る。
１８年度
○かごしま市民健康５５プラン推進検討委員会
　　年３回開催
○鹿児島市健康づくり推進会議（庁内関係部長）・幹事会
（庁内関係課長）
　　各年１回開催
○鹿児島市健康づくり推進市民会議総会
　　年１回開催
○鹿児島市健康づくり推進市民会議企画運営委員会
　　年３回開催
○かごしま市民健康５５プランのパンフレット等による広報
○ウォーキングマップ作成
○体にやさしいかごしまメニューのお店登録

１９年度
○かごしま市民健康５５プラン推進検討委員会
　　年２回開催
○鹿児島市健康づくり推進会議（庁内関係部長）・幹事会
（庁内関係課長）
　　各年１回開催
○鹿児島市健康づくり推進市民会議総会
　　年１回開催
○鹿児島市健康づくり推進市民会議企画運営委員会
　　年２回開催
○かごしま市民健康５５プランのパンフレット等による広報
○ウォーキングマップ冊子作成
○体にやさしいかごしまメニューのお店登録
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 地域福祉館の整備

所管課名 地域福祉課

備考（事業費等）

（施設整備費）
　　Ｈ１７事業費（決算）：１１，４９１千円
　　Ｈ１８予算：１５，７５７千円
　　Ｈ１９予算：１５，２４１千円

項目名 民生委員・児童委員活動に対する支援

所管課名 地域福祉課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１７８，１０７千円
Ｈ１８予算：１７９，０５１千円
Ｈ１９予算：１７８，３３３千円

項目名 地域ケア体制づくり事業の推進

所管課名 介護保険課

備考（事業費等）

Ｈ１７予算：なし
Ｈ１８予算(補正)：７５，５５４千円
Ｈ１９予算：３６５，８０７千円

項目名 介護保険対象サービスの基盤整備・質的向上

所管課名 介護保険課

備考（事業費等）

①Ｈ１７事業費（決算）： ２８，２７０，３３３千円
　 Ｈ１８予算　　　　　　： ２９，６６９，６３６千円
　 Ｈ１９予算　　　　　　： ２９，６５５，３７５千円
②Ｈ１７事業費（決算）： 　　　　　９，６５５千円
　 Ｈ１８予算　　　　　　：　　　　 １０，６３５千円
　 Ｈ１９予算　　　　　　： 　　　　　９，５４７千円
③Ｈ１７事業費（決算）：　　　　 １２，４９１千円
　 Ｈ１８予算　　　　　　： 　　　　１３，０６７千円
　 Ｈ１９予算　　　　　　： 　　　　１３，０１０千円
④Ｈ１７事業費（決算）： 　　　　　１，９１１千円
　 Ｈ１８予算　　　　　　： 　　　　　２，２２２千円
　 Ｈ１９予算　　　　　　：　　　　　　 （廃止）
⑤Ｈ１７事業費（決算）： 　　　　　３，９３５千円
　 Ｈ１８予算　　　　　　： 　　　　　８，０５９千円
　 Ｈ１９予算　　　　　　： 　　　　　８，０２４千円

内容

　高齢者の生活を包括的に支援するため、市内１５ヶ所に
地域包括支援センターをを設置する。
・地域包括支援センター運営事業

番号 55

内容

　介護の必要な人が、質の高い介護サービスを受けること
が出来るよう、その基盤づくりを推進するとともに、介護予
防対策や在宅サービスの適切な提供を図る。
①保険給付費
②介護相談員派遣事業
③サービス事業者情報提供事業
④ケアプラン指導研修事業
⑤介護給付適正化事業

52

番号 53

内容

　地域福祉活動の場である地域福祉館の整備補修等を行
う。
 <整備内容>
　冷暖房設備改修工事（１館）
　畳表替（７館）、洋便器取替（５館）など
　
　　　平成１９年４月１日現在　４１館

番号 54

内容

　福祉に関する相談・援助や青少年の健全育成を行う民
生委員・児童委員の諸活動に要する経費に対し、支援を
行う。

　委員定数　１，００３人
　任期　　　　３年
　※　本年度は一斉改選の年
　　　　　　　(Ｈ１９.１２．１改選）

番号
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 自立促進事業の推進

所管課名 保護第一課

備考（事業費等）

・被保護者自立促進事業
　Ｈ１７事業費（決算）： ２６，６８０千円
　Ｈ１８予算　　　　　　： ２８，３２６千円
　Ｈ１９予算　　　　　　： ２７，４８７千円
・被保護者就労支援事業
　Ｈ１７事業費（決算）： 　３，６７０千円
　Ｈ１８予算　　　　　　： 　４，５１５千円
　Ｈ１９予算　　　　　　： 　４，５２３千円

項目名 新子育て支援計画推進事業

所管課名 子育て支援推進課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：２８４千円
Ｈ１８予算：４００千円
Ｈ１９予算：７８０千円

項目名 母親クラブの育成・支援

所管課名 子育て支援推進課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：７５６千円
Ｈ１８予算：１，５１２千円
Ｈ１９予算：１，５１２千円

項目名 保育所の整備（吉田地域の保育所の統合・新設など）

所管課名 子育て支援推進課

備考（事業費等）

Ｈ１９予算：０千円

番号 56

番号 59

内容

・１９年度
　　建設場所、定員など決定。
　　取得する土地の選定。

番号 57

内容

　かごしま市すこやか子ども元気プラン（新子育て支援計
画）に盛り込んでいる施策について進行管理を行い、次世
代育成支援対策の推進を図る。
○すこやか子ども元気プラン地域協議会（民間）
○すこやか子ども元気プラン策定推進委員会、幹事会（庁
内関係部課長）

番号 58

内容

・１７年度　４クラブ
・１８年度　８クラブ
・１９年度　８クラブ

内容

・被保護者自立促進事業
　生活保護の適正な運営及び被保護者の自立促進を図る
ことを目的として実施する。
・被保護者就労支援事業
　公共職業安定所職員ＯＢ等の専門員を雇用し、専門的
に就労指導等を実施できる体制づくりを行うことにより、被
保護者の自立助長を図る。
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 児童クラブ施設の整備

所管課名 子育て支援推進課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１１７，３０４千円
Ｈ１８予算：９１，０３５千円
Ｈ１９予算：７１，６０９千円

項目名 地域子育て支援センター事業

所管課名 子育て支援推進課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：３５，６８１千円
Ｈ１８予算：５５，８９９千円
Ｈ１９予算：６０，５５５千円

項目名 更生医療給付事業

所管課名 障害者福祉課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１９４，００２千円
Ｈ１８予算： ３０，８５７千円〔更生医療給付事業〕、
             １０２，２７８千円〔自立支援医療費
　　　　　　　　　　　　　　　　　（更生医療）支給事業〕
Ｈ１９予算：６１８，０８９千円

項目名 社会参加促進事業

所管課名 障害者福祉課

備考（事業費等）

手話通訳者設置事業
Ｈ１７事業費（決算）：１６，４７４千円
Ｈ１８予算：１７，４０５千円
Ｈ１９予算：１７，４９０千円
手話通訳者等派遣事業
Ｈ１７事業費（決算）：９，６０６千円
Ｈ１８予算：９，３１５千円
Ｈ１９予算：１１，１１３千円

内容

手話通訳者設置事業
手話通訳者を本庁、各支所に１人ずつ設置。庁舎を訪れ
た聴覚障害者の関係各課への案内、通訳、軽易な相談に
応じる。
手話通訳者等派遣事業
聴覚障害者等の要請に応じて手話通訳者及び要約筆記
者を派遣することにより、障害者の自立と社会参加の促進
を図る。

番号 62

内容

身体障害者手帳を所持している１８歳以上の者の更生の
為に必要な医療費を助成
　（※平成１８年４月より自立支援医療費（更生医療）支給
事業へ移行）

番号 63

番号 60

内容

・１７年度　　９か所
　　（旧市域８か所、旧５町地域１か所）
・１８年度　　５か所
　　（旧市域３か所、旧５町地域２か所）
・１９年度　　３か所
　　（旧市域３か所、旧５町地域０か所）

番号 61

内容

地域子育て支援センター事業の委託先
・合併時　　　６か所
　　（旧市域３か所、旧５町地域３か所）
・１７年度　　 ９か所
　　（旧市域４か所、旧５町地域５か所）
・１８年度　１１か所
　　（旧市域６か所、旧５町地域５か所）
・１９年度　１１か所
　　（旧市域６か所、旧５町地域５か所）
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 児童デイサービス事業運営費補助

所管課名 障害者福祉課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１２２，００１千円
Ｈ１８予算：１６７，４４６千円
Ｈ１９予算：８４，４７９千円（補助金他）

項目名 障害児（者）地域療育等支援事業

所管課名 障害者福祉課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：８，６８５千円
Ｈ１８予算：７，２４７千円
Ｈ１９予算：７，４９２千円

項目名 生活環境の整備（公共施設のバリアフリー化の推進）

所管課名 障害者福祉課

備考（事業費等）

「鹿児島県福祉のまちづくり条例」届出数
・平成１６年度（１１月～）＝４９件
・平成１７年度＝１１０件
・平成１８年度（４～３月）＝１４１件
鹿児島市福祉環境整備指針協議数
・平成１６年度（１１月～）＝１６件
・平成１７年度＝２２件
・平成１８年度（４～３月）＝３２件
※いずれも全市

項目名 障害者福祉施設の充実

所管課名 障害者福祉課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：２５９，２４４千円
Ｈ１８予算：２４８，３０５千円
Ｈ１９予算：７，９１８千円

番号 67

内容

社会福祉施設補助事業
社会福祉施設の整備を行う社会福祉法人に対し、建設費
等の一部を補助する。

番号 66

内容

「鹿児島県福祉のまちづくり条例」及び「鹿児島市福祉環
境整備指針」に基づく届出や協議を通じて、公共的施設に
ついて、高齢者や障害者が安全かつ快適に利用できるよ
う指導等を行っている。

番号 65

内容

在宅障害児（者）のライフステージに応じた地域での生活
を支援するため、障害児（者）施設の有する機能を活用し、
療育、相談体制の充実を図り、地域の在宅障害児（者）及
びその家族の福祉の向上を図る。

番号 64

内容

療育の必要な児童に対し、日常生活適応訓練や専門的な
訓練を行うほか、家族の心理的サポートを含む総合的な
療育指導を行う児童デイサービス事業所の運営を補助す
る。
児童デイサービス事業所
Ｈ１７年度　５ヶ所　→　Ｈ１８年度　８ヶ所
Ｈ１９年度　１０ヶ所
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 高齢者福祉施設の充実

所管課名 高齢者福祉課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：７８，２５７千円
Ｈ１８予算：２２２，８９１千円
Ｈ１９予算：２８８，７０３千円

項目名 高齢者の社会参画の促進

所管課名 高齢者福祉課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１，２５２千円
Ｈ１８予算：５２４千円
Ｈ１９予算：８８１千円

項目名 住環境の整備

所管課名 高齢者福祉課

備考（事業費等）

高齢者住宅改造費助成事業
Ｈ１７事業費（決算）：４１，２０８千円
Ｈ１８予算：４１，５３０千円
Ｈ１９予算：３７，７３６千円

住宅改修指導事業
Ｈ１７事業費（決算）：５７８千円
Ｈ１８予算：６７０千円
Ｈ１９予算：６９１千円

項目名 児童虐待対策事業の推進

所管課名 こども福祉課

備考（事業費等）

児童虐待対策事業
Ｈ１７事業費（決算）：７３８千円
Ｈ１８予算：１，２６４千円
Ｈ１９予算：４４７千円

育児支援家庭訪問事業
Ｈ１７事業費（決算）：１，０８４千円
Ｈ１８予算：４，３２４千円
Ｈ１９予算：５，０２１千円

番号 70

番号 68

内容

社会福祉施設補助事業
社会福祉施設の整備を行う社会福祉法人に対し、建設費
等の一部を補助する。

内容

高齢者住宅改造費助成事業
在宅の寝たきり高齢者等がいる世帯に対し、住宅改造（新
築・増改築は対象とならない。）に必要な経費を助成するこ
とにより、寝たきり高齢者等の自立促進、寝たきり防止及
び介護者の負担軽減を図る。

住宅改修指導事業
高齢者の住宅改良を行う際に、住宅改良の専門家である
リフォームヘルパーを派遣して相談に応じ、適切なアドバ
イスを行うことによって、高齢者の住環境の改善を図る。

番号 69

内容

元気高齢者活動支援事業
様々な知識や技術を習得した高齢者の能力を生かし、そ
の積極的な社会参加を支援する。

番号 71

内容

児童虐待対策事業
児童虐待の早期発見と防止等に努めるため、関係機関・
団体等との連携を深めるとともに、児童虐待防止について
の啓発活動等の事業を行うことにより、児童の人権保護と
心身の健全育成に寄与する。

育児支援家庭訪問事業
児童の養育について支援が必要でありながら、積極的に
自ら支援を求めていくことが困難な状況にある家庭に過重
な負担がかかる前の段階において、訪問による支援を実
施することにより、当該家庭において安定した児童の養育
が可能となること等を目的とする。
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 母子家庭等支援事業の推進

所管課名 こども福祉課

備考（事業費等）

母子自立支援室
Ｈ１７事業費（決算）：９，０４８千円
Ｈ１８予算：９，２１０千円
Ｈ１９予算：９，０９０千円

母子家庭等日常生活支援事業
Ｈ１７事業費（決算）：１，２１７千円
Ｈ１８予算：３４５千円
Ｈ１９予算：３３４千円

母子家庭等就業・自立支援センター事業（就業支援講習
会）
Ｈ１７事業費（決算）：３，５７０千円
Ｈ１８予算：３，３９４千円
Ｈ１９予算：３，３６０千円

ひとり親家庭生活支援事業（生活支援講習会）
Ｈ１７事業費（決算）：１，３４３千円
Ｈ１８予算：４０３千円
Ｈ１９予算：３８８千円

項目名 高齢者福祉センター吉野（仮称）建設事業

所管課名 高齢者福祉課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：２１０，５３５千円
Ｈ１８予算：５８２，６１２千円
Ｈ１９予算：３９７，０５６千円

項目名 介護予防の推進

所管課名 保健予防課

備考（事業費等）

・Ｈ１７事業費（決算）：２６，４１２千円
　Ｈ１８予算：２９，７１２千円
  Ｈ１９予算：２７，６６１千円
・Ｈ１７事業費（決算）：３，６３０千円
　Ｈ１８予算：７，５６０千円
　Ｈ１９予算：３，５００千円
・Ｈ１７事業費（決算）：２，５６７千円
　Ｈ１８予算：２，９９２千円
　Ｈ１９予算：３，２５５千円

母子自立支援室
母子及び寡婦の相談に応じ、その自立に必要な情報提供
及び助言を行うこと、職業能力の向上及び求職活動に関
する支援を行うことで、生活の安定、児童の福祉の増進を
図る。

母子家庭等日常生活支援事業
母子家庭等の就学等の自立促進に必要な事由や疾病等
の社会的な事由により、一時的に介護、保育等のサービ
スが必要な世帯及び生活環境が激変し、日常生活を営む
のに、特に大きな支障が生じている世帯に対して家庭生活
支援員を派遣し、必要な介護、保育等を行う。

母子家庭等就業・自立支援センター事業（就業支援講習
会）
母子家庭等の自立支援を図るため、母子家庭の母及び寡
婦に対し、就業に結びつく可能性の高い技能、資格を習得
するための就業支援講習会を実施する。

ひとり親家庭生活支援事業（生活支援講習会）
各種生活支援講習会を開催するとともに、個々の母子家
庭等の相談に応じるなど、生活の中で直面する諸問題の
解決や精神的安定を図り、母子家庭等の地域での生活を
支援する。

番号

内容

内容

番号 72

番号 74

73

１９年１０月に供用開始予定

内容

お達者クラブ運営支援事業
　（介護予防のための訓練事業）

介護予防健康教育事業
　（転倒骨折予防教室事業）

健康づくり推進員支援事業

19



新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 精神障害者小規模作業所運営補助

所管課名 保健予防課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：４,６８１千円
Ｈ１８予算：１４,３４７千円
Ｈ１９予算：１４，７１３千円

項目名 精神保健推進事業

所管課名 保健予防課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１３,９２５千円
Ｈ１８予算：１６,０９８千円
Ｈ１９予算：１５，６８３千円

項目名 共同生活援助事業

所管課名 保健予防課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１８,０１７ 千円
Ｈ１８予算：２７,４７６ 千円
Ｈ１９予算：０千円
（障害福祉サービス給付事業（障害者福祉課）に統合

項目名 在宅福祉サービスの充実（短期入所事業）

所管課名 保健予防課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１４８千円
Ｈ１８予算：１，２８７千円
Ｈ１９予算：０千円
（障害福祉サービス給付事業（障害者福祉課）に統合

項目名 在宅福祉サービスの充実（居宅介護事業）

所管課名 保健予防課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１３,２５４千円
Ｈ１８予算：１４,０３４千円
Ｈ１９予算：０千円
（障害福祉サービス給付事業（障害者福祉課）に統合

番号 75

内容

精神障害者小規模作業所運営費補助

番号 76

内容

精神保健推進事業
・障害者・家族を対象とした相談及び訪問指導
・社会復帰のための適応訓練の実施
・精神保健福祉法に基づく申請・届出の受理
・ボランティア養成講座の実施・デイケアの実施
・市民との交流事業の実施　等

番号 77

内容

精神障害者地域生活援助事業

番号 78

内容

短期入所事業（精神障害者短期入所事業）

番号 79

内容

居宅介護事業（精神障害者居宅介護等事業）
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 各種検診事業の実施

所管課名 保健予防課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費(決算）：６１７，７５３千円
Ｈ１８予算：６４４，２２７千円
Ｈ１９予算：６５５，４５７千円

項目名 子育て支援事業の推進

所管課名 保健予防課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：
　　　子どもすこやか安心ねっと事業　　６,８２４千円
　　　子育て支援事業　　　　　　　　　　　５,０４２千円
Ｈ１８予算：
　　　子どもすこやか安心ねっと事業　　８,００７千円
　　　子育て支援事業　　　　　　　　　　　５,４４７千円
Ｈ１９予算：
　　　子どもすこやか安心ねっと事業　　８,１６２千円
　　　子育て支援事業　　　　　　　　　　　５,３７４千円

項目名 精神保健福祉交流センター（仮称）の建設

所管課名 保健予防課

備考（事業費等）

保健・急病センター建設事業
　総事業費　約１，６８０，０００千円
（１８年度で事業終了）

項目名 夜間急病センター（仮称）の建設

所管課名 生活衛生課

備考（事業費等）

保健・急病センター建設事業
　総事業費　約１，６８０，０００千円
（１８年度で事業終了）

番号 80

内容

　生活習慣病検診（基本健康診査、各種がん検診、骨粗
鬆症検診）、肝炎ウイルス検診の実施

番号 81

内容

子どもすこやか安心ねっと事業
　　　保健と福祉の連携により、市民が安心して
　　相談できる体制の整備を図る。
子育て支援事業
　　　乳幼児の健康増進のため母子相談を実施 し、
　　自主的な育児グループの育成や支援を行なう。

番号 82

内容

　精神障害者の自立と社会参加の促進を図るための拠点
施設

　平成１８年４月から供用開始
　　※　保健・急病センター　2階・3階

番号 83

内容

　夜間における初期救急医療を確保するための施設

　平成１８年４月から供用開始
　　※　保健・急病センター　1階
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 検査施設の整備

所管課名 保健環境試験所

備考（事業費等）

保健・急病センター建設事業
　総事業費　約１，６８０，０００千円
（１８年度で事業終了）

項目名 保健センターの整備（吉野地域）

所管課名 生活衛生課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：６０，３９６千円
Ｈ１８予算：２６６，７８９千円
Ｈ１９予算：２０９，１８２千円

項目名 就職困難者の雇用促進

所管課名 商工総務課

備考（事業費等）

【就職困難者等雇用促進助成事業】
Ｈ１７事業費（決算）：２，１２３千円
Ｈ１８予算：２，９８８千円
Ｈ１９予算：２，５３８千円

○Ｈ１７実績（旧５町）
　吉田町・・・・・１名
　喜入町・・・・・３名
○Ｈ１８実績（旧５町）
　松元町・・・・・１０名
　桜島町・・・・・１名
　吉田町・・・・・１名
　郡山町・・・・・１名

項目名 勤労者福祉に関する情報の収集・提供

所管課名 商工総務課

備考（事業費等）

【労政広報紙発行等事業】
Ｈ１７事業費（決算）：４，３０２千円
Ｈ１８予算：４，４３３千円
Ｈ１９予算：４，１９３千円

番号 84

内容

　食品等の試験検査体制の機能充実を図るための施設

　平成１８年４月から供用開始
　　※　保健・急病センター　3階・4階・5階

番号 85

内容

　市民の健康づくり活動の拠点施設としての北部保健セン
ター（仮称）を、高齢者福祉センター吉野（仮称）との複合
施設として、吉野地域に建設中

　１９年１０月供用開始予定

番号 86

内容

【就職困難者等雇用促進助成事業】
　鹿児島市内に在住する就職困難な者の雇用機会の増大
及び雇用の定着を図るため、就職困難者等を継続して雇
用する労働者として雇い入れた市内の中小企業の事業主
に対して奨励金を交付する。

番号 87

内容

【労政広報紙発行等事業】
　望ましい雇用就業構造の実現、労働力需給調整、高年
齢者雇用対策、障害者雇用対策、労働福祉等、国・県・市
の施策への理解を深めてもらうために中小企業のひろば
及び労政のしおりを発行する。
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 中心市街地活性化対策の推進

所管課名 企業振興課・中心市街地活性化推進室

備考（事業費等）

【中心市街地活性化対策推進事業】
Ｈ１７事業費（決算）：２，０１４千円
Ｈ１８予算：２，４８７千円
　
【いづろ・天文館地区にぎわい創出調査事業】
Ｈ１９予算：８，０７０千円（Ｈ１９年度新規事業）

【中心市街地活性化推進事業】
Ｈ１９予算：９，１１３千円(Ｈ１９年度新規事業）

項目名 経営基盤の強化及び人材の育成

所管課名 企業振興課

備考（事業費等）

【中小企業指導団体助成事業】
Ｈ１７事業費（決算）：２５，０００千円
Ｈ１８予算：２３，２００千円
Ｈ１９予算：２０，１００千円

【谷山地区中小企業振興活性化事業】
Ｈ１７事業費（決算）：５，０７６千円
Ｈ１８予算：６，０００千円

【元気の出る中小企業支援事業】
Ｈ１７事業費（決算）：１，４７５千円
Ｈ１８予算：３，３５２千円
Ｈ１９予算：３，７９４千円

【竹工芸マイスター養成講座事業】
Ｈ１７事業費（決算）：１，２２０千円
Ｈ１８予算：１，２２１千円
Ｈ１９予算：１，２２１千円

【製造業アドバイザー派遣事業】
Ｈ１７事業費（決算）：１，２９１千円
Ｈ１８予算：１，６０９千円
Ｈ１９予算：１，５９３千円

番号 88

内容

【中心市街地活性化対策推進事業】
　中心市街地活性化対策推進協議会の開催やTMO構想
推進事業費に対する補助を行う。

【いづろ・天文館地区にぎわい創出調査事業】
現状分析やニーズ調査を実施し、にぎわいを創出する事
業の検討を行う｡

【中心市街地活性化推進事業】
　新たに基本計画を策定するとともに、中心市街地活性化
協議会に対する支援や、まちづくり会社への出資等を行
う。

番号 89

内容

【中小企業指導団体助成事業】
　鹿児島市中小企業振興条例に基づき、指導団体が実施
する各種事業の費用の一部に対し補助金を交付する。

【谷山地区中小企業振興活性化事業】
　谷山商工会が行う、谷山地区の中小企業者が取り扱う
商品やサービスの販路拡大等を図る地域活性化事業を支
援することにより、同地区の中小企業の活性化を促進す
る。

【元気の出る中小企業支援事業】
　商店街等が自主的に開催する研修会等に対し講師を派
遣するとともに、スキルアップ等の実践的なセミナーを開催
し、その活動を側面から支援する。

【竹工芸マイスター養成講座事業】
　竹工芸技術の継承と市民の竹工芸に対する理解を深め
るとともに、竹工芸産業の後継者を養成する。

【製造業アドバイザー派遣事業】
　市内の製造業者や製造業グループにアドバイザーを派
遣し、専門的立場からの指導を行うことにより、品質の高
い製品の生産技術力、生産管理能力及び経営能力等の
向上を図る。
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 商店街活性化事業の推進

所管課名 企業振興課

備考（事業費等）

【中小企業振興条例に基づく助成事業】
Ｈ１７事業費（決算）：６２，４８１千円
Ｈ１８予算：３３，４３３千円
Ｈ１９予算：３８，３９３千円

【商店街活性化ソフト対策支援事業】
Ｈ１７事業費（決算）：１６，１４３千円
Ｈ１８予算：１８，４８１千円
Ｈ１９予算：１６，２８９千円

【商店街ファンタスティックイルミネーション助成事業】
Ｈ１８予算：９，０００千円（Ｈ１８年度新規事業）
Ｈ１９予算：９，０００千円

【商店街一店逸品運動推進事業】
Ｈ１７事業費（決算）：１，３７１千円
Ｈ１８予算：７３８千円
Ｈ１９予算：７４２千円

【頑張る商店街支援事業】
Ｈ１９予算：１０，０００千円（Ｈ１９年度新規事業）

番号 90

内容

【中小企業振興条例に基づく助成事業】
　共同施設設置事業に対する助成などを行う。

【商店街活性化ソフト対策支援事業】
　商店街の活性化を図るためのソフト事業を実施する商店
街に対し、その経費の一部を助成する。

【商店街ファンタスティックイルミネーション助成事業】
　「ファンタスティックイルミネーション事業推進基本計画」
に基づいて商店街が実施するイルミネーション設置に対し
て、その経費の一部を助成する。

【商店街一店逸品運動推進事業】
　商店街会員個店の逸品となる新商品やお勧め品、新
サービスなどの開発、再発見のための共同研究に対して
専門のアドバイザーを派遣する｡

【頑張る商店街支援事業】
商店街等が提案する商店街の活性化を図るための独自
のアイデアや創意工夫による取組を募集し、選定した事業
に対して助成する｡
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 成長産業等の誘致及び創業・ベンチャー企業等の育成支援

所管課名 企業振興課

備考（事業費等）

【創造的ＳＯＨＯ事業者育成支援事業】
Ｈ１７事業費（決算）：５０７千円
Ｈ１８予算：１，２５３千円
Ｈ１９予算：１，２５７千円

【ソーホーかごしま管理運営事業】
Ｈ１７事業費（決算）：２３，４３０千円
Ｈ１８予算：２１，３６７千円
Ｈ１９予算：２０，６９５千円

【企業誘致推進事業】
Ｈ１７事業費（決算）：６，２３５千円
Ｈ１８予算：７，１５７千円
Ｈ１９予算：８，９７１千円

【ソフトプラザかごしま入居者等育成支援事業】
Ｈ１８予算：３，１５０千円
Ｈ１９予算：３，５０５千円

【ニュービジネス創出支援事業】
Ｈ１７事業費（決算）：１４，７１９千円
Ｈ１８予算：１３，２７０千円（２月補正）
Ｈ１９予算：１０，０００千円

項目名 情報関連産業の育成支援及び誘致

所管課名 企業振興課

備考（事業費等）

【ソフトプラザかごしま管理運営事業】
Ｈ１７事業費（決算）：２９，５６０千円
Ｈ１８予算：３１，３０５千円
Ｈ１９予算：２８，８９５千円

【企業誘致推進事業】
Ｈ１７事業費（決算）：６，２３５千円
Ｈ１８予算：７，１５７千円
Ｈ１９予算：８，９７１千円

番号 91

内容

【創造的ＳＯＨＯ事業者育成支援事業】
　ＳＯＨＯ事業者を育成支援するため、ソーホーかごしまに
おいて、入居者等に対するソフト面の支援、ＳＯＨＯ支援イ
ベントの開催を行う。

【ソーホーかごしま管理運営事業】
　ソーホーかごしまの管理・運営を行う。

【企業誘致推進事業】
　鹿児島県企業誘致推進協議会への参画及び企業立地
促進補助金、企業訪問活動等を行う。
　平成１８年度に鹿児島市企業立地促進補助金を拡充し
た。

【ソフトプラザかごしま入居者等育成支援事業】
　「ソフトプラザかごしま」及び「ソーホーかごしま」に入居し
ている企業等や市内の新規創業者などに対し、インキュ
ベーション・マネージャーが経営面・販路面のアドバイス
等、成長のための支援を行う。

【ニュービジネス創出支援事業】
　今後の成長産業分野等における未着手で斬新なアイデ
アを公募し、選定されたものに対して事業化の支援を行
う。

番号 92

内容

【ソフトプラザかごしま管理運営事業】
　ソフトプラザかごしまの管理・運営を行う。

【企業誘致推進事業】(再掲）
　鹿児島県企業誘致推進協議会への参画及び企業立地
促進補助金、企業訪問活動等を行う。
　平成１８年度に鹿児島市企業立地促進補助金を拡充し
た。
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 生産技術の高度化及び新分野への事業展開の促進

所管課名 企業振興課

備考（事業費等）

【中小企業異業種交流支援事業】
Ｈ１７事業費（決算）1，２００千円
Ｈ１８予算：１，２００千円
Ｈ１９予算：１，２００千円

【特産品コンクール開催事業】
Ｈ１７事業費（決算）：１，１００千円
Ｈ１８予算：１，１００千円
Ｈ１９予算：１，１００千円

項目名 地域特産物の販路拡大

所管課名 企業振興課

備考（事業費等）

【南国鹿児島の物産と観光展開催事業】
Ｈ１７事業費（決算）：３，７２２千円
Ｈ１８予算：４，１８０千円
Ｈ１９予算：７，４８０千円

【特産品宣伝事業】
Ｈ１７事業費（決算）：６，８０８千円
Ｈ１８予算：２，４３３千円
Ｈ１９予算：３，０２２千円

【伝統的工芸産業の活路開拓支援事業】
Ｈ１７事業費（決算）：８，７４２千円
Ｈ１８予算：８，８４２千円
Ｈ１９予算：８，８４２千円

【「観光と特産品の情報ステーション」運営事業】
Ｈ１７事業費（決算）：３，６２４千円
Ｈ１８予算：３，６２４千円
Ｈ１９予算：３，６２４千円

【特産品コンクール開催事業】
Ｈ１７事業費（決算）：１，１００千円
Ｈ１８予算：１，１００千円
Ｈ１９予算：１，１００千円

【南国鹿児島の物産と観光展開催事業】
　神戸市及び福岡市において、本市の特産品の展示販売
や観光資源の紹介宣伝を行うことにより、特産品の販路拡
大及び観光客の誘致を図る。

【特産品宣伝事業】
　特産品ガイドブックを作成・配布し、市内の優れた特産品
を、市民及び県内外の方々に紹介宣伝し、需用の拡大と
販路の拡大を図る。

【伝統的工芸産業の活路開拓支援事業】
　伝統的工芸産業の産地組合等が行う活路開拓事業に必
要な経費を補助することにより、本市の伝統的工芸産業の
振興や販路拡大を図る。

【「観光と特産品の情報ステーション」運営事業】
　本市、鹿児島商工会議所及び鹿児島観光コンベンション
協会が共同で「観光と特産品の情報ステーション」を運営
し、本市を訪れる観光客や市民に対し、観光物産情報を提
供することで、本市の観光物産宣伝や産業振興を図る。

【特産品コンクール開催事業】（再掲）
　製造業者を対象に優秀商品を表彰することで、生産者の
技術向上と製品開発意欲の高揚を図るとともに、入賞商
品を広くＰＲすることにより、販路の開拓を図る。

番号 93

内容

【中小企業異業種交流支援事業】
　本市と県中小企業団体中央会等で実行委員会を組織
し、異業種交流グループの育成・指導に当たる。

【特産品コンクール開催事業】
　製造業者を対象に優秀商品を表彰することで、生産者の
技術向上と製品開発意欲の高揚を図るとともに、入賞商
品を広くＰＲすることにより、販路の開拓を図る。

番号 94

内容
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 貿易・流通関連基盤の整備促進

所管課名 企業振興課

備考（事業費等）

【日本貿易振興機構鹿児島貿易情報センター助成事業】
Ｈ１７事業費（決算）：１，３００千円
Ｈ１８予算：１，３００千円
Ｈ１９予算：１，３００千円

【貿易関係団体等に対する負担金】
Ｈ１７事業費（決算）：８８３千円
Ｈ１８予算：７９２千円
Ｈ１９予算：６８４千円

項目名 流通機能の強化

所管課名 企業振興課・青果市場・魚類市場

備考（事業費等）

【中小企業情報化促進事業】
Ｈ１７事業費（決算）：１，３８６千円
Ｈ１８予算：１，５０８千円
Ｈ１９予算：１，４４９千円

【第８次中央卸売市場整備計画事業】（青果市場）
Ｈ１８事業費(決算)：０千円
Ｈ１９予算２０，４００千円

【第８次中央卸売市場整備計画事業】（魚類市場）
Ｈ１８事業費(決算)：４９，９３７千円
Ｈ１９予算３１，４２０千円

番号 95

内容

【日本貿易振興機構鹿児島貿易情報センター助成事業】
　同センターが行う各種貿易振興事業に要する費用の一
部に対して補助金を交付する。

【貿易関係団体等に対する負担金】
　貿易関係団体等への加入。

番号 96

内容

【中小企業情報化促進事業】
　ソフトプラザかごしまを拠点に、中小企業の情報化促進
を図る。

【第８次中央卸売市場整備計画】（青果市場）
　冷蔵庫棟の改修（防熱扉改修）工事を実施する。

【第８次中央卸売市場整備計画】（魚類市場）
　下水道への汚水管接続を実施する。
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 観光地・観光施設の整備

所管課名 観光振興課

備考（事業費等）

【維新ふるさと館管理運営事業】
　本市の歴史観光施設である「維新ふるさと館」の施設管
理及び運営を行う。

【温泉マグマ温泉管理運営事業】
　本市の温泉施設である「桜島マグマ温泉」の管理及び運
営を行う。

【観光施設維持管理等事業】
　有村溶岩展望所・湯之平展望所・溶岩なぎさ遊歩道・千
貫平自然公園等の市有観光施設の維持管理を行う。

【かごしま温泉活性化事業】
　ドルフィンポート足湯の維持管理を行う。

【国民宿舎レインボー桜島管理運営事業】
　国民宿舎レインボー桜島の施設管理及び運営を行う。

【桜島ユース・ホステル管理運営事業】
　桜島ユース・ホステルの施設管理及び運営を行う。

【桜島温泉給湯施設維持管理事業】
　温泉給湯施設
　①桜島マグマ温泉
　②桜島ユース・ホステル
　③高齢者福祉センター桜島
　④特別養護老人ホーム桜島苑

【維新ふるさと館管理運営事業】
Ｈ１７事業費（決算）：８７，３１１千円
Ｈ１８予算：８６，１３１千円
Ｈ１９予算：８３，０８７千円

【温泉マグマ温泉管理運営事業】
Ｈ１７事業費（決算）：40,170千円
Ｈ１８予算：３９，４７３千円
Ｈ１９予算：３８，８１８千円

【観光施設維持管理等事業】
Ｈ１７事業費（決算）：２９，７７３千円
Ｈ１８予算：３７，８９４千円
Ｈ１９予算：３８，１７０千円

【かごしま温泉活性化事業】
Ｈ１７事業費（決算）：２１，３９６千円
Ｈ１８予算：３，６７８千円
Ｈ１９予算：４，６６０千円

【国民宿舎レインボー桜島管理運営事業】
Ｈ１７事業費（決算）：345,217千円
Ｈ１８予算：３５０，２０４千円
Ｈ１９予算：３５７，４４７千円

【桜島ユース・ホステル管理運営事業】
Ｈ１７事業費（決算）：１４，８４１千円
Ｈ１８予算：１６，７２９千円
Ｈ１９予算：１６，９１６千円

【桜島温泉給湯施設維持管理事業】
Ｈ１７事業費（決算）：２，７９５千円
Ｈ１８予算：４，１９５千円
Ｈ１９予算：９，６０５千円

番号 97

内容
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 観光ゾーンの整備充実及び観光ルートの形成・整備

所管課名 観光企画課

備考（事業費等）

【歴史ロード“維新ふるさとの道”(仮称)整備事業】
Ｈ１８予算：５，５１５千円（Ｈ１８年度新規事業）
Ｈ１９予算：１７，８６２千円

【桜島観光振興プラン策定事業】
Ｈ１８予算：５，１４９千円（Ｈ１８年度新規事業）
Ｈ１９予算：７２，３６０千円

【かごしま観光プログラム推進事業】
Ｈ１８予算：８００千円（Ｈ１８年度新規事業）
Ｈ１９予算：２，３００千円

【ファンタスティックイルミネーション推進事業】
Ｈ１７事業費(決算)：１３５，４０４千円
Ｈ１８予算：２２９，３０３千円
Ｈ１９予算：１１８，４３７千円

【甲突川右岸緑地整備事業】
Ｈ１９予算：４，３４２千円（Ｈ１９年度新規事業）

【大河ドラマ「篤姫」対策推進事業】
Ｈ１９予算：５３，５００千円（Ｈ１９年度新規事業）

番号 98

内容

【歴史ロード“維新ふるさとの道”(仮称)整備事業】
　明治維新で活躍した多くの偉人の誕生地がある加治屋
町の甲突川左岸緑地及びその周辺を歴史ロード“維新ふ
るさとの道”として、観光客や市民が歴史を感じながら散策
できるような空間として整備を行う。
　・歴史ロード“維新ふるさとの道”（仮称）整備基本計画策
定委員会
　（7/5、9/11、11/20、1/29）
　・歴史ロード“維新ふるさとの道”(仮称)整備基本計画策
定

【桜島観光振興プラン推進事業】
　観光鹿児島のブランドとしての魅力を高めるため、桜島
の自然、景観、産業などの多彩な資源を生かしながら、桜
島全体を野外博物館として捉え、ハード、ソフトの両面から
一体的な整備・活用を図る。
　・桜島観光振興プラン策定委員会
　（7/12、8/24、12/5、1/31）
　・桜島観光振興プラン策定

【かごしま観光プログラム推進事業】
　観光プログラムを充実させるとともに、まち歩きを楽しめ
る体制づくりを行うことにより、本市の個性を生かした着地
型観光の充実を図り、観光鹿児島の発展を推進する。

【ファンタスティックイルミネーション推進事業】
　九州新幹線全線開業を見据え、彩り豊かで魅力ある鹿
児島の夜を演出し、滞在型観光の推進を図る。
　・平成16年度　基本計画策定
　・　　　17　　　　中央公民館、中央公園
　・　　　18　　　　ナポリ通り、市電軌道敷
                     の一部区間
　・　　　19　　　　市電軌道敷の全区間
　・　　　20　　　　歴史ロード、南洲橋

【甲突川右岸緑地整備事業】
　甲突川右岸緑地を市民や観光客が楽しく散策できる空
間として整備し、周辺地域と一体となった魅力向上を図る。
１９年度は基本計画を策定する。

【大河ドラマ「篤姫」対策推進事業】
　平成20年1月からの大河ドラマ「篤姫」の放映にあわせ、
大河ドラマ館の設置運営、広報宣伝等を行う。
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 各種観光イベントの開催・支援

所管課名 観光課

備考（事業費等）

【鹿児島カップ火山めぐりヨットレース負担金】
　錦江湾を活かしたマリンレジャーの振興、観光鹿児島の
イメージアップを図るため、錦江湾をはじめ、美しい南西諸
島の火山島を周遊するレースを開催する。

【火の島祭り負担金】
　桜島にて火の島祭りを開催する。

【おはら祭振興会負担金】
　南九州 大の秋のイベント「おはら祭」を開催する。
　
【かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会負担金】
　かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会を開催する。

【桜島・錦江湾横断遠泳大会補助金】
　民間等が中心となって実施する「桜島・錦江湾横断遠泳
大会」に対して助成を行う。

【谷山ふるさと祭補助金】
　本市南部 大の祭である「谷山ふるさと祭」に対して助成
を行う。

【渋谷・鹿児島おはら祭補助金】
　東京渋谷にて開催される「渋谷・鹿児島おはら祭」に対し
て毎年５月に助成を行う。

【鹿児島カップ火山めぐりヨットレース負担金】
Ｈ１７事業費（決算）：１５，０００千円
Ｈ１８予算：１５，０００」千円
Ｈ１９予算：１７，０００千円

【火の島祭り負担金】
Ｈ１７事業費（決算）：１２，０００千円
Ｈ１８予算：１１，５００千円
Ｈ１９予算：１１，５００千円

【おはら祭振興会負担金】
Ｈ１７事業費（決算）：３２，７３２千円
Ｈ１８予算：３２，７３２千円
Ｈ１９予算：３２，７３２千円

【かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会負担金】
Ｈ１７事業費（決算）：３２，９００千円
Ｈ１８予算：３２，９００千円
Ｈ１９予算：３２，９００千円

【桜島・錦江湾横断遠泳大会補助金】
Ｈ１７事業費（決算）：４，５００千円
Ｈ１８予算：４，５００千円
Ｈ１９予算：４，５００千円

【谷山ふるさと祭補助金】
Ｈ１７事業費（決算）：３，２００千円
Ｈ１８予算：３，２００千円
Ｈ１９予算：３，２００千円

【渋谷・鹿児島おはら祭補助金】
Ｈ１７事業費（決算）：１１，６５０千円
Ｈ１８予算：１１，６５０千円
Ｈ１９予算：１１，６５０千円

番号 99

内容
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 観光案内板の整備等受入態勢の充実

所管課名 観光振興課

備考（事業費等）

【観光案内板等整備事業】
Ｈ１７事業費（決算）：７４２千円
Ｈ１８予算：１，１８７千円
Ｈ１９予算：１，２００千円

項目名 観光情報の提供及び誘致宣伝の強化

所管課名 かごしまプロモーション推進室、観光企画課、観光企画課

備考（事業費等）

【観光かごしまプロモーション等事業】
Ｈ１７事業費（決算）：５７，４３６千円
Ｈ１８予算：５４，６６０千円
Ｈ１９予算：３８，７３７千円

【観光印刷物等活用宣伝事業】
Ｈ１７事業費（決算）：２０，０５８千円
Ｈ１８予算：２６，９７０千円
Ｈ１９予算：２６，９６３千円

【国内観光客誘致宣伝事業】
Ｈ１７事業費（決算）：６，５６２千円
Ｈ１８予算：７，７８９千円
Ｈ１９予算：７，５４２千円

項目名 広域的な連携と国際観光の展開

所管課名 かごしまプロモーション推進室、観光企画課

備考（事業費等）

【海外観光客誘致宣伝事業】
Ｈ１７事業費（決算）：７，８３９千円
Ｈ１８予算：４，７８７千円
Ｈ１９予算：７，０９２千円

【広域観光連携事業】
Ｈ１７事業費（決算）：１１，７８４千円
Ｈ１８予算：１２，０９２千円
Ｈ１９予算：１１，７８１千円

番号 100

内容

【観光案内板等整備事業】
　旧５町内を含む市内の観光地・施設や道路等の要所に
設置されている観光案内板等の補修やメンテナンス、既存
板面の更新等を行う。

番号 101

内容

【観光かごしまプロモーション等事業】
　①メディアミックスによる広報宣伝
　テレビスポット、フューチャービジョン、シティビジョン、ま
た電車内チラシや駅貼りポスター等複数メディア媒体を絡
めて同じ内容で同時期に広報宣伝を実施する。
　②旅行誌等への記事広告掲載
　③インターネット活用による観光情報の提供

【観光印刷物等活用宣伝事業】
　印刷物による宣伝

【国内観光客誘致宣伝事業】
　国内観光客誘致のため主要都市での街頭宣伝、マスコ
ミや関係団体等を訪問するなど、誘致宣伝事業を行う。

番号 102

内容

【海外観光客誘致宣伝事業】
　海外観光客船の受入れ、観光ミッションへの参加、国際
観光展への出展等を行う。

【広域観光連携事業】
　広域観光推進のため、観光関係団体に参画し、観光振
興のための共同事業を実施する。
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 各種大会・会議等の誘致、支援、開発

所管課名 観光企画課

備考（事業費等）

【（財)鹿児島観光コンベンション協会補助金】
Ｈ１７事業費（決算）：４３，３６３千円
Ｈ１８予算：６８，９３１千円
Ｈ１９予算：６９，４０８千円

【(財)鹿児島観光コンベンション協会負担金】
Ｈ１７事業費（決算）：１２，２９３千円
Ｈ１８予算：１４，９００千円
Ｈ１９予算：１４，８８０千円

項目名 農業経営の安定

所管課名 生産流通課

備考（事業費等）

【園芸振興事業】
Ｈ１７事業費（決算）：５，５７６千円
Ｈ１８予算 ：５，８２３千円
Ｈ１９予算 ：６，２１０千円

【黒牛・黒豚資質改善事業】
Ｈ１７事業費（決算）：３３，８６０千円
Ｈ１８予算 ：３５，８００千円
Ｈ１９予算 ：３０，８００千円

項目名 環境保全型農業の推進

所管課名 生産流通課

備考（事業費等）

【環境保全型農業推進事業】
Ｈ１７事業費（決算）：１７，７３８千円
Ｈ１８予算 ：８，４３７千円
Ｈ１９予算 ：７，０４１千円

【環境保全型畜産推進事業】
Ｈ１７事業費（決算）：１０，４４４千円
Ｈ１８予算 ：１２，４４４千円
Ｈ１９予算 ：１０，５６３千円

番号 103

内容

【（財)鹿児島観光コンベンション協会補助金】
　(財)鹿児島観光コンベンション協会が実施する各種事業
により、コンベンションの誘致や観光の振興を図る。

【(財)鹿児島観光コンベンション協会負担金】
　(財)鹿児島観光コンベンション協会への本市職員派遣(２
人)にかかる負担金。

番号 104

内容

【園芸振興事業】
　園芸施設等を設置することにより、園芸作物の生産向上
と農家経営の安定向上を図る。

【黒牛・黒豚資質改善事業】
　優良種畜の確保を図ることにより、畜産経営の安定向上
を図る。

番号 105

内容

【環境保全型農業推進事業】
　環境の負荷の軽減に配慮した持続的な持続的な農業生
産を推進することにより、安心・安全・良質な農産物の安定
供給に努める。

【環境保全型畜産推進事業】
　また、畜産に起因する環境問題に対処し、家畜ふん尿処
理施設等を整備し、都市近郊における畜産経営の安定を
図る。
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項目名 降灰対策施設の整備

所管課名 生産流通課

備考（事業費等）

【降灰地域防災営農対策事業（国庫）】
Ｈ１７事業費（決算）：３０８，５６３千円
Ｈ１８予算 ：１８３，９９６千円
Ｈ１９予算 ：１１９，４４６千円

【降灰地域防災営農対策事業（農産：単独）】
Ｈ１７事業費（決算）：１９，４４５千円
Ｈ１８予算 ：１６，０７８千円
Ｈ１９予算 ：１４，８３４千円

【降灰地域防災営農対策事業（畜産：単独）】
Ｈ１７事業費（決算）：２９，２６４千円
Ｈ１８予算 ：２７，７８７千円
Ｈ１９予算 ：２９，９８６千円

項目名 漁港等の整備

所管課名 生産流通課

備考（事業費等）

【漁港整備事業】
（１）Ｈ１７事業費（決算）：１７，０６１千円
　　　　　　　　Ｈ１８予算 ：０千円
　　　　　　　　Ｈ１９予算 ：４，０００千円

（２）Ｈ１７事業費（決算）：０千円
　　　　　　　　Ｈ１８予算 ：６９，０００千円
　　　　　　　　Ｈ１９予算 ：９９，０００千円

項目名 栽培漁業の推進

所管課名 生産流通課

備考（事業費等）

【マダイ・ヒラメ等放流事業】
（１）事業費　Ｈ１７事業費（決算）：１，３２８千円
　　　　　　　　Ｈ１８予算：１，３６９千円
　　　　　　　　Ｈ１９予算：２，５６４千円

（２）事業費　Ｈ１７事業費（決算）：１，９６９千円
　　　　　　　　Ｈ１８予算：２，０００千円
        　　　　Ｈ１９予算：１，９９７千円

番号 106

内容

【降灰地域防災営農対策事業（国庫）】
　降灰被害防止のための被覆施設を整備し、被害農家の
経営安定を図る。

【降灰地域防災営農対策事業（農産：単独）】
　降灰被害防止のための被害軽減施設等を整備し、被害
農家の経営安定を図る。

【降灰地域防災営農対策事業（畜産：単独）】
　粗飼料の確保と、降灰被害の比較的少ない畜産部門へ
の経営転換を促し、農家経営の安定を図る。

番号 107

内容

【漁港整備事業】
　安全で機能的な漁港の整備を図る。
　（１）赤水漁港整備交付金事業（国庫）
　（２）生見漁港整備事業（国庫）

番号 108

内容

【マダイ・ヒラメ等放流事業】
　錦江湾の特性を生かし、ヒラメ、マダイ等の種苗を継続
的に放流し栽培漁業の推進に努める。
　（１）市栽培漁業振興事業
　（２）ヒラメ法放流事業
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項目名 森林整備の推進

所管課名 生産流通課

備考（事業費等）

【森林資源造成整備事業】
Ｈ１７事業費（決算）：１２，１２９千円
Ｈ１８予算：１７，９１８千円
Ｈ１９予算：１７，３９６千円

項目名 林業生産基盤の整備

所管課名 生産流通課

備考（事業費等）

【林業整備事業】
Ｈ１７事業費（決算）：17,175千円
Ｈ１８予算：１２，９１６千円
Ｈ１９予算：１３，５８６千円

項目名 農業用土地基盤整備の推進

所管課名 農地整備課

備考（事業費等）

【市単独土地改良事業】
Ｈ１７事業費（決算）：６８４，６６９千円
Ｈ１８予算：６８５，０１３千円
Ｈ１９予算：６２９，０３０千円

【農業・農村活性化推進施設等整備事業】（１８年度か
ら）
Ｈ１７事業費（決算）：６７，４００千円
Ｈ１８予算：７０，９００千円
Ｈ１９予算：４１，２００千円

【団体営土地改良事業（国庫）】
Ｈ１７事業費（決算）：１８１，８００千円
Ｈ１８予算：３３８，３００千円
Ｈ１９予算：２９７，９００千円

項目名 急傾斜地崩壊対策事業負担金

所管課名 河川港湾課

備考（事業費等）

ＨＨ１７事業費（決算）：１３１，６０５，０００円
Ｈ１８予算：１１３，０００，０００円
Ｈ１９予算：１２２，０７０，０００円

番号 109

内容

【森林資源造成事業】
　木材生産並びに公益的機能の高度発揮のために森林
の整備を進める。

番号 110

内容

【林業整備事業】
　 林業経営の安定、林産物の流通合理化及び災害防止
を図るため、林道を整備する。

番号 111

内容

　農業生産基盤と生活環境を整備し、農村地域の活性化
を図るもの。
【市単独土地改良事業】
【農業・農村活性化推進施設等整備事業】（１８年度から）
【団体営土地改良事業（国庫）】

番号 112

内容

Ｈ１７年度　　小野地区外１４箇所
Ｈ１８年度　　小野地区外１３箇所
Ｈ１９年度　　小野地区外１５箇所
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項目名 県単急傾斜地崩壊対策事業

所管課名 河川港湾課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：３５２，１０９，８４６円
Ｈ１８予算：３１１，２９９，０００円
Ｈ１９予算：３１０，５６２，０００円

項目名 がけ地近接等危険住宅移転事業

所管課名 建築指導課

備考（事業費等）

Ｈ１８予算：１６，０６４千円
Ｈ１９予算：１３，９６０千円

項目名 都市基盤河川脇田川改修事業（建設管理部）

所管課名 河川港湾課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：３８５，８６０千円
Ｈ１７年度末進捗率（決算ﾍﾞｰｽ）４７．５%
Ｈ１８予算：３３３，０００千円
Ｈ１９予算：２３０，６３０千円

項目名 都市基盤河川脇田川改修事業（都市計画部）

所管課名 区画整理課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：３５１，６２１千円
Ｈ１８予算：２４７，２００千円
Ｈ１９予算：１２２，４００千円

項目名 都市基盤河川木之下川改修事業（都市計画部）

所管課名 谷山都市計画事務所

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）： ７，９６０千円
Ｈ１７年度末進捗率（決算ﾍﾞｰｽ）０．９%
Ｈ１８予算：１３２，１８０千円
Ｈ１９予算：１８９，３００千円

番号 117

内容

・施行期間　Ｈ９～Ｈ２１
・総事業費　３，０４１，０００千円
・施行延長　３２０m

番号 116

内容

・施行期間：Ｈ２～Ｈ２０
・総事業費：１１，２７７，０００千円
・改修計画：３，２９０ｍ

番号 115

内容

・施行期間：Ｈ８～Ｈ２０
・総事業費：６，０７８，０００千円
・改修計画：１，４８０ｍ

番号 114

内容

・Ｈ１８申請件数３件
・Ｈ１９予算措置件数
　　除却等　２件
　　建物助成等　２件

番号 113

内容

１７年度　杉ヶ谷第２地区外１７地区
１８年度　稲荷地区外１７地区
１９年度　稲荷地区外１８地区
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項目名 都市基盤河川木之下川改修事業（道路部）

所管課名 谷山建設事務所

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：（谷建）８，３２８千円
　　　　　　　　　　　　　　（進捗率 約95%）
Ｈ１８予算：（谷建） ５２，５００千円
Ｈ１９予算：（谷建） ５６，１００千円

項目名 水路新設改良事業（建設管理部）

所管課名 河川港湾課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：２４，９６１，５００円
Ｈ１８予算：２９，４７０，０００円
Ｈ１９予算：２５，３００，０００円

項目名 水路新設改良事業（道路部）

所管課名 谷山建設事務所

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：３９，２９０千円
Ｈ１８予算：３５，２００千円
Ｈ１９予算：４０，７００千円

項目名 準用河川改修事業（建設管理部）

所管課名 河川港湾課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：４１，７２４，７５０円
Ｈ１８予算：４５，５１５，０００円
Ｈ１９予算：３８，１６０，０００円

番号 121

内容

１７年度　　西菖川、上ノ原川外
１８年度　　花倉川、磯川外
１９年度　　花倉川外１

番号 120

内容

１７年度　宇都川、ダリ川外
１８年度　井手川、ダリ川外
１９年度　山神水路、井手川外

番号 119

内容

Ｈ１７年度　　　馬口場川３号外
Ｈ１８年度　　　馬口場川３号外
Ｈ１９年度　　　馬口場川３号外

番号 118

内容

・施行期間　S５４～Ｈ２１
・総事業費  ７，４１２，５６８千円
           うち谷建　３，１４２，０５８千円
　　　　　 うち谷都　４，２７０，５１０千円
　　　　　　　　　谷山第一：１，２２９，５１０千円
　　　　　　　　　谷山第二：３，０４１，０００千円
・施行延長　１，７９０m
　　（谷都施行分を含む）
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項目名 準用河川改修事業（道路部）

所管課名 谷山建設事務所

備考（事業費等）

ＨＨ１７事業費（決算）：１１２，４５１千円
Ｈ１８予算：１６４，０００千円
Ｈ１９予算：１５２，５００千円

項目名 公共下水道事業（建設管理部）

所管課名 河川港湾課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：３４７，５８２，６３０円
Ｈ１８予算：６８８，０５０，０００円
Ｈ１９予算：７８５，０００，０００円

項目名 公共下水道事業（道路部）

所管課名 谷山建設事務所

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：３６８，１８５，０８１円
Ｈ１８予算：４７２，０００，０００円
Ｈ１９予算：２７６，０００，０００円

項目名 港湾改修（施設改良）事業（建設管理部）

所管課名 河川港湾課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１０，１４３，０００円
Ｈ１８予算：５３，２００，０００円
Ｈ１９予算：１９５，７００，０００円

番号 125

内容

１７年度　　宇土港、湯之港
　　　　　　　エプロン舗装
１８年度　　野尻港、湯之持木港、宇土港
　　　　　　　外３港
　　　　　　　施設改良工事
１９年度　　桜島港野尻地区外１港
 　　　　　　施設改良工事

番号 124

内容

１７年度　東開水路、谷山春日水路 外
１８年度　水喰川２号、谷山春日水路 外
１９年度　水喰川２号、向原川9号　外

番号 123

内容

１７年度　原良川、森山団地水路外
１８年度　原良川、狐ヶ迫２号水路外
１９年度　狐ヶ迫２号水路外

番号 122

内容

１７年度　草野川、野頭川 外
１８年度　野頭川、山之田川 外
１９年度　野頭川、障子川　外
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項目名 港湾改修（施設改良）事業（道路部）

所管課名 道路建設課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１５９，４５４千円
Ｈ１８予算：２６２，０００千円
Ｈ１９予算：３７８，５００千円

項目名 公園降灰除去事業（補助事業）

所管課名 公園緑化課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：０円
Ｈ１８予算：１８，６００千円
Ｈ１９予算：１８，６００千円

項目名 公園降灰除去事業（単独事業）

所管課名 公園緑化課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：０円
Ｈ１８予算：１，６０３千円
Ｈ１９予算：１，６０３千円

項目名 歩道緑地帯降灰除去事業

所管課名 公園緑化課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：０円
Ｈ１８予算：１２，６００千円
Ｈ１９予算：１２，６００千円

番号 129

内容

　歩道緑地帯内に堆積した降灰を除去する。

番号 128

内容

　主要な公園に桜島降灰があった場合、速やかに降灰を
除去し、公園利用者に清潔で快適な施設を提供する。

　桜島自然恐竜公園、クロマツ親水公園外

番号 127

内容

　主要な公園に桜島降灰があった場合、速やかに降灰を
除去し、公園利用者に清潔で快適な施設を提供する。

　天文館公園外１８公園

番号 126

内容

１７年度　白浜港　　　防波堤（東）
　　　　　　長谷港　　　防波堤（北）
１８年度　白浜港　　　防波堤（東）
　　　　　　長谷港　　　防波堤（西）
　　　　　　古河良港
１９年度　白浜港　　　防波堤（東）
　　　　　　長谷港　　　防波堤（西）
　　　　　　新島港
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項目名 道路降灰除去事業

所管課名 道路維持課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１７５，００５千円
Ｈ１８予算：７２１，６９８千円
Ｈ１９予算：７０３，１８５千円

項目名 公共下水道降灰除去事業

所管課名 道路維持課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：０千円
Ｈ１８予算：１０，５５９千円
Ｈ１９予算：４，４１０千円

項目名 宅地降灰除去事業

所管課名 道路維持課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１１，３０５千円
Ｈ１８予算：３３６，８１３千円
Ｈ１９予算：１２５，０１６千円

項目名 郡山中央街区公園及び緑地整備事業

所管課名 区画整理課

備考（事業費等）

Ｈ１９予算：３４，０００千円

項目名 都市公園リフレッシュ事業

所管課名 公園緑化課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：４３７，６７８千円
Ｈ１８予算：２３６，３４６千円
Ｈ１９予算：１９４，１２０千円

番号 134

内容

今日のニーズに対応した公園の役割を発揮できるよう、既
存公園の更新や質的向上を図る。また、既存公園の適正
管理を図り、広場や遊具、柵など公園施設の維持補修を
行なう。

番号 133

内容

郡山中央土地区画整理区域内の公園及び緑地整備を行
う。

４号街区公園整備事業
・施行面積　　２，１２０㎡

番号 132

内容

　桜島爆発により宅地内に堆積した降灰で、市が指定する
降灰置場に搬出されたものについて、収集、運搬並びに処
分を行う。

番号 131

内容

公共下水道（雨水渠）に堆積した降灰を収集する。

番号 130

内容

　桜島爆発により道路に堆積した降灰を収集、運搬、並び
に処分を行う。
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 平川動物公園整備事業

所管課名 平川動物公園

備考（事業費等）

ＨＨ１７事業費（決算）：９，０８３，５５０円

Ｈ１８予算：１０，４６０，０００円

Ｈ１９予算：１，９２１，０００円

項目名 都市公園建設事業(補助)

所管課名 公園緑化課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１７０，０９３千円
Ｈ１８予算：３０９，０００千円
Ｈ１９予算：３２１，０００千円

項目名 都市公園建設事業(単独)

所管課名 公園緑化課

備考（事業費等）

Ｈ１７年度：なし
Ｈ１８予算：１０８，６１７千円
Ｈ１９予算：なし

項目名 緑のリフレッシュ事業（緑化推進事業）

所管課名 公園緑化課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：５４，０８９千円
Ｈ１８予算：７４，８００千円
Ｈ１９予算：６５，１５０千円

番号 138

内容

　道路や公園の施設改良に合わせて、公園樹木及び街路
樹の移植、補植等を行い、植栽密度の適正化を図る。

番号 137

内容

　市民に潤いと安らぎを与え、健康づくり、スポーツ、レクリ
エーションやコミュニティーの場として、また、災害時の避
難地となる公園の適正配置を図るための用地の確保や整
備を行う。
Ｈ１７年度　　なし
Ｈ１８年度　　借上げ公園の整備
Ｈ１９年度　　なし

番号 136

内容

　市民に潤いと安らぎを与え、健康づくり、スポーツ、レクリ
エーションやコミュニティーの場として、また、災害時の避
難地となる公園の適正配置を図るための用地の確保や整
備を行う。
土地区画整理事業の施行に伴う公園の公共管理者負担
金
Ｈ１７年度　　谷山第二中央公園、薬師公園
Ｈ１８年度　　谷山第二中央公園
Ｈ１９年度　　谷山第二中央公園

番号 135

内容

１７年度バッテリーカート場整備
第二班詰所新築工事
バッテリーカー購入（６台）
メロディーペットミニ購入（１台）

１８年度コアラ舎壁紙改修工事
アシカ水槽外塗装工事

１９年度ゴーカート購入（２台）
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 緑の街並みづくり推進事業（みどりの街並みづくり奨励事業）

所管課名 公園緑化課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：４，５４１千円
Ｈ１８予算：１５，２００千円
Ｈ１９予算：１８，３１０千円

項目名 緑化普及啓発事業

所管課名 公園緑化課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１２，４８３千円
Ｈ１８予算：１４，２６５千円
Ｈ１９予算：１４，０８３千円

項目名 市電軌道敷緑化整備事業

所管課名 公園緑化課

備考（事業費等）

①Ｈ１８予算：１０，１００千円
②Ｈ１８予算（補正）：１６１，１７０千円
③Ｈ１９予算：１４２，５７６千円

項目名 建築文化賞の実施

所管課名 建築指導課

備考（事業費等）

Ｈ１８予算：６，１７３千円
Ｈ１９予算：０千円（隔年実施のため）

項目名 ブルースカイ計画事業

所管課名 道路建設課

備考（事業費等）

番号 143

内容

＊「市道の新設・改良」の中に含まれる。

番号 142

内容

・１８年度受賞作品数４件（うち特別賞１件）
・隔年実施のため、次回は平成２０年度の実施

番号 141

内容

①ヒートアイランド現象の緩和や都市景観の向上を図るた
め、市電の軌道敷を芝生により緑化する。１８年度鹿児島
中央駅・鹿児島駅間の実施設計を行う。
②鹿児島中央駅から桟橋通り交差点までの市電軌道敷緑
化整備に要する事業費
③桟橋通交差点から鹿児島駅までの市電軌道敷緑化整
備に要する事業費

番号 140

内容

　錦江湾公園はなまつり、花と緑のコンクールなど緑化に
対する協力と理解を深めるための、普及、啓発を行う。

番号 139

内容

　市街化区域内で本市が管理する主要な公共施設（１１８
施設）について、屋上緑化を進めるための可能性調査を
行った。また、市役所本館の屋上緑化を行うとともに民間
建築物の屋上等の緑化の助成制度を設ける。（平成18年
７月10日から開始している。）
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 屋外広告物景観対策事業の推進

所管課名 都市計画課・道路管理課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：８１２千円

Ｈ１８予算：９５８千円

Ｈ１９予算：１，５７４千円

項目名 市営住宅建設事業

所管課名 住宅課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１，９１０，６２１千円
Ｈ１８予算：８５５，４５６千円
Ｈ１９予算：６７３，０８１千円

番号 145

内容

（旧市分）
１７年度
柳町住宅　　   平成16年度着工分　　　　72戸完成
錦江台住宅　  平成16年度着工分　　　　16戸完成
三和住宅　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　56戸着工
下伊敷住宅　　　　　　　　　　　　　　　　　　58戸着工
１８年度
三和住宅　　　 平成１７年度着工分　　　56戸完成
下伊敷住宅　　平成１７年度着工分　　　58戸完成
真砂本町住宅　　　　　　　　　　　　　　　　20戸着工
辻ヶ丘住宅　　　　　　　　　　　　　　　　　　28戸着工
１９年度
真砂本町住宅　平成１８年度着工分　　  20戸完成
辻ヶ丘住宅　　  平成１８年度着工分　　　28戸完成
真砂本町住宅　　　　　　　　　　　　　　　　15戸着工
三和住宅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56戸着工

番号 144

内容

・Ｈ１７年度：（屋外広告物景観対策事業）
　市民等による違反広告物の簡易除却制度要項制定、違
反広告物除却推進団体募集開始

・Ｈ１８年度：（屋外広告物対策費）
　市民等による違反広告物の簡易除却の実施
・Ｈ１９年度（屋外広告物対策費）
　屋外広告物審議会等に関する事務
　屋外広告物条例及び同条例規則改正手続
　九州ブロック屋外広告物担当者会議の本市開催
  市民等による違反広告物の簡易除却の実施
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 市営住宅ストック総合改善事業

所管課名 住宅課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：２９７，９６３千円
Ｈ１８予算：８５１，０６３千円
Ｈ１９予算：７０８，８５３千円

項目名 既存集落活性化住宅建設事業

所管課名 住宅課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：２５１，２１９千円
Ｈ１８予算：１９７，４１４千円
Ｈ１９予算：３０４，３２７千円

項目名 既存集落現況調査事業

所管課名 住宅課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１，８２５千円
Ｈ１８予算：２，５００千円

項目名 市道の新設・改良

所管課名 道路建設課、谷山建設事務所

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：４，４１１，５４５千円
Ｈ１８予算：４，９１１，６７６千円
Ｈ１９予算：３，７８３，４１８千円

番号 149

内容

・幹線道路整備事業
・地方特定道路整備事業
・半島振興対策道路整備事業
・石油貯蔵施設立地対策道路整備事業
・辺地対策道路整備事業
・ブルースカイ計画事業
　ほか

番号 148

内容

１７年度：現況調査
１８年度：分析基本方針の作成

番号 147

内容

１７年度
　小山田塚田住宅　16年度着工分　5戸完成
　　　　　　　　　　　　 １７年度着工分　10戸完成
１８年度
　皆与志住宅　5戸着工
　犬迫住宅　　10戸着工
１９年度
　犬迫住宅　  10戸完成
　東桜島住宅 10戸着工

番号 146

内容

１７年度：16年度着工分　武岡（第二）住宅　30戸完成（全）
　　　　　　　　　 　　　　　　日当平改良住宅　40戸完成（個）
　　　　 　１７年度着工分　西田住宅　47戸着工（個）
１８年度：１７年度着工分　西田住宅　47戸完成（個）
　　　　 　１８年度着工分　武岡（第二）住宅　30戸着工（全）
　　　　　　　　　 　　　　　　鴨池新町住宅　60戸着工（個）
１９年度：１９年度着工分　武岡（第二）住宅　30戸着工（全）
　　　　　　　　　　　　　　　 鴨池新町住宅　60戸着工（個）

※（全）全面的改善事業　（個）個別改善事業
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項目名 交通安全施設の整備

所管課名 道路建設課、谷山建設事務所、道路維持課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１，１６６，７７０千円
Ｈ１８予算：１，４２３，６７０千円
Ｈ１９予算：２，０７９，７３９千円

項目名 都市計画の策定

所管課名 都市計画課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：２８，２６７千円

Ｈ１８予算：１９，５７５千円

Ｈ１９予算：１３，６８４千円

項目名 優良田園住宅建設促進制度の活用促進

所管課名 土地利用調整課

備考（事業費等）

（事業費なし）

項目名
鹿児島駅周辺都市拠点総合整備事業の推進
鹿児島駅周辺地区鉄道高架化事業の促進

所管課名 都市再開発課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：２５，７４０千円
Ｈ１８予算：１０，１９１千円
Ｈ１９予算：１３，６１２千円

番号 153

内容

事業実施に向けた調査検討中
○１６・１７年度：区画整理基本計画(案)を作成。
　　　　　　　　　また、県の実施した連続立体交差事業
　　　　　　　　　調査に対し、調査費を一部負担。
○１８年度：鹿児島駅周辺といづろ・天文館や
　　　　　　　鹿児島港本港区などとの一体的
　　　　　　　まちづくりの検討を行う基礎調査を実施
○１９年度：平成１８年度の基礎調査の成果を活かしつつ
　　　　　　　一体的まちづくりについて市民参加を
　　　　　　　いただきながら引き続き検討を深めること
　　　　　　　としている。

番号 152

内容

鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する
条例制定に伴い、優良田園住宅建設促進区域内における
住宅建築も当該条例による許可に移行したため、優良田
園住宅建設促進制度による申請はない状況にある。

番号 151

内容

・１７年度：かごしま都市マスタープラン見直し、新市都市
計画の見直し（線引き、地域地区等）

・１８年度：かごしま都市マスタープラン見直し、都市計画
見直し詳細調査（線引き、地域地区等）

・１９年度：都市計画見直し業務（線引き、地域地区等）

番号 150

内容

・交通安全施設整備単独事業
・特定交通安全施設等整備事業
・市道バリアフリー推進事業
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項目名
谷山駅周辺地区土地区画整理事業
（谷山駅周辺地区リニューアル整備事業）

所管課名 谷山都市計画事務所

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１９，７２１千円
Ｈ１８予算：２４９，２３１千円
Ｈ１９予算：２，０５６，０００千円

項目名
谷山地区連続立体交差事業
（谷山地区鉄道高架化事業）

所管課名 谷山都市計画事務所

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１２０，９２５千円
Ｈ１８予算：２１２，５５３千円
Ｈ１９予算：７５６，９０９千円

項目名 原良第二地区土地区画整理事業

所管課名 区画整理課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１，０９１，１６４千円
Ｈ１７年度末進捗率（決算ﾍﾞｰｽ）９５．４%
Ｈ１８予算：８２１，３６２千円
Ｈ１９予算：２９３，０３７千円

項目名 原良第三地区土地区画整理事業

所管課名 区画整理課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１，０３１，５８０千円
Ｈ１７年度末進捗率（決算ﾍﾞｰｽ）２４．９%
Ｈ１８予算：９０６，３２０千円
Ｈ１９予算：１，４３６，０００千円

番号 157

内容

・施行期間　　　　　　　Ｈ１１～Ｈ２５
・総事業費　　　　　 １７，１１９百万円
・施行面積　Ｈa　　　　　１５．６Ｈａ
・建物移転戸数　　　　 　７０４棟
・道路計画延長　　　　５，６９５m

番号 156

内容

・施行期間　　　　　　　Ｈ７～Ｈ２２
・総事業費　　　　　 ２０，２３６百万円
・施行面積　Ｈa　　　　　２０．４Ｈａ
・建物移転戸数　　　　 　７２４棟
・道路計画延長　　　　７，３２５m

番号 155

内容

・施行期間　Ｈ１２～
・総事業費　約１５０億円
・事業区間　工事区間約３．１㎞
　　　　　　　　高架化区間約２．７㎞
・除却踏切　１５箇所
・幹線道路　 ５路線
・施工方式　仮線方式

番号 154

内容

・施行期間　Ｈ１８～
・総事業費　約２２０億円
・施行面積　１５．３Ｈa
・建物移転戸数　５６３棟（基本計画）
・道路計画延長　６，２２６m（基本計画）
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 宇宿中間地区土地区画整理事業

所管課名 区画整理課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：２，１４２，０１２千円
Ｈ１７年度末進捗率（決算ﾍﾞｰｽ）８３．２%
Ｈ１８予算：１，９３１，５７３千円
Ｈ１９予算：１，９２３，１８６千円

項目名 吉野地区土地区画整理事業

所管課名 吉野区画整理事務所

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：４，０８１，６１７千円
Ｈ１７年度末進捗率（決算ﾍﾞｰｽ）５５．０%
Ｈ１８予算：２，９７６，７９１千円
Ｈ１９予算：２，９９８，７９８千円

項目名 吉野第二・第三地区（仮称）土地区画整理事業

所管課名 吉野区画整理事務所

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：２７,６７０千円

Ｈ１８予算：１０,２００千円

Ｈ１９予算：１０,９９６千円

項目名 谷山第二地区土地区画整理事業

所管課名 谷山都市計画事務所

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：２,４６１,８２４千円
Ｈ１７年度末進捗率（決算ﾍﾞｰｽ）５０．５%
Ｈ１８予算：２,３２５,７９５千円
Ｈ１９予算：２，３３３，４９２千円

番号 161

内容

・施行期間　Ｈ9～Ｈ24
・総事業費　263億円
・施行面積　72.9Ｈa
・建物移転戸数　1,333棟
・道路計画延長　18,096m

番号 160

内容

平成１７年度
吉野第二・第三地区（仮称）基本計画等作成
平成１８年度
吉野第二・第三地区（仮称）権利調査及び環境影響評価
方法書作成
平成１９年度
吉野第二・第三地区（仮称）排水検討業務

番号 159

内容

・施行期間：Ｈ４年度～Ｈ２７年度
・総事業費：４３，９１６，０００千円
・施行面積：１１４．１Ｈa
・建物移転戸数：２，０８０棟
・道路計画延長：３４，９５４．１m

番号 158

内容

・施行期間　　　　　　　Ｈ２～Ｈ２４
・総事業費　　　　　 ４０，４９８百万円
・施行面積　Ｈa　　　　　 　８１．８Ｈａ
・建物移転戸数　　　　  １，５０５棟
・道路計画延長　　　　２８，３７７m
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 谷山第三地区(仮称)土地区画整理事業

所管課名 谷山都市計画事務所

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：８，５１４千円
Ｈ１８予算：７，６５７千円
Ｈ１９予算：１２，８８８千円

項目名 郡山中央地区土地区画整理事業

所管課名 区画整理課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１，０５２，８０５千円
Ｈ１７年度末進捗率（決算ﾍﾞｰｽ）４６.２%
Ｈ１８予算：７１４，７５１千円
Ｈ１９予算：６７４，１１１千円

項目名 土地区画整理事業の推進（上谷口）

所管課名 区画整理課

備考（事業費等）

地域の活動に対して、まちづくりに関する制度等の情報
提供などの対応をしてまいりたい。

項目名 市街地再開発促進事業

所管課名 都市再開発課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：６，２０８千円
Ｈ１８予算：１，２９３千円
Ｈ１９予算：２，０８０千円

番号 165

内容

○１７年度
　・コーディネーター派遣の実施
　　中央駅南部地区：1回
　　中央町19番街区：3回
○１８年度
　・コーディネーター派遣の実施
　　中央駅南部地区：2回
　　中央町19番街区：7回
○１９年度
　・コーディネーター派遣の実施
　　中央駅南部地区：5回
　・基本計画、推進計画作成調査等の実施
　（仮称）中央町19番街区市街地再開発事業
　　事業化検討調査業務委託

番号 164

内容

・施行期間　未定
・総事業費　未定
・施行面積　未定

番号 163

内容

・施行期間　　　　　　　Ｈ７～Ｈ２６
・総事業費　　　　　   １４，３８３百万円
・施行面積　Ｈa　　　　　  ４５．８Ｈａ
・建物移転戸数　　　　  　 ５７３棟
・道路計画延長　　　　１２，４４８m

番号 162

内容

平成１７年度　基本計画の作成
平成１８年度　基本計画の策定
平成１９年度　都市計画説明会の開催等
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 中央町22番街区市街地再開発事業

所管課名 都市再開発課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：２３，４００千円
Ｈ１８予算：２５，０００千円
Ｈ１９予算：３１，７３３千円

項目名 中央町23番街区市街地再開発事業

所管課名 都市再開発課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：３４，５００千円
Ｈ１８予算：４８，７００千円
Ｈ１９予算：３２５，１３４千円

項目名 鹿児島港港湾整備事業（港湾負担金）

所管課名 都市計画課

備考（事業費等）

Ｈ１７負担金（決算）：２８４，１２４千円
Ｈ１８予算：２８０，８６９千円
Ｈ１９予算：２３４，６８０千円

項目名 喜入港港湾整備事業（港湾負担金）

所管課名 都市計画課

備考（事業費等）

Ｈ１７負担金（決算）：１３，５２０千円
Ｈ１８予算：１６，０００千円
Ｈ１９予算：４，０００千円

番号 169

内容

・１７年度
　瀬々串地区の消波工及び離岸堤（１７年度完了）の整備
・１８年度
　瀬々串地区の消波工の整備
・１９年度
　瀬々串地区の消波工の整備

番号 168

内容

・１７年度
　沖防波堤、橋梁（B）、橋梁（Ｃ）、高速船ターミナル、マリ
ンポートかごしま等の整備
・１８年度
　同上
・１９年度
　沖防波堤、橋梁（Ｂ）、橋梁（Ｃ）、マリンポートかごしま等
の整備

番号 167

内容

○１７年度　・再開発準備組合の設立（地元）
　　　　　　　・都市計画決定（市）
　　　　　　　・事業計画案の作成(準備組合)
○１８年度　・組合設立の認可（県）
　　　　　　　・施設建築物の実施設計（組合）
　　　　　　　・権利変換計画案の作成（組合）
○１９年度　・権利変換計画の認可（県）
　　　　　　　・再開発ビルの工事（組合）

番号 166

内容

○１７年度　・再開発準備組合の設立（地元）
　　　　　　　・都市計画決定（市）
　　　　　　　・事業計画案の作成(準備組合)
○１８年度　・事業スキームの検討(準備組合)
　　　　　　　・施行区域変更の検討(準備組合)
○１９年度　・施行区域を街区全体とする都市
              計画変更（市）
　　　　　　　・組合設立の認可（県）
　　　　　　　・施設建築物の実施検討（組合）
　　　　　　　・権利変換計画案の作成（組合）
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 鹿児島港港湾整備促進運動

所管課名 都市計画課

備考（事業費等）

Ｈ１７負担金（決算）：８２千円
Ｈ１８予算：０千円
Ｈ１９予算：０千円

項目名 鹿児島港本港区ポートルネッサンス計画事業

所管課名 都市計画課

備考（事業費等）

Ｈ１７負担金（決算）：４２８千円
Ｈ１８予算：４２８千円
Ｈ１９予算：３９２千円

項目名 高規格幹線道路・地域高規格道路の整備促進

所管課名 街路整備課

備考（事業費等）

（事業費なし）

項目名 国道・県道の整備促進

所管課名 道路建設課、街路整備課

備考（事業費等）

負担金Ｈ１７事業費（決算）：８４，９７４千円
負担金Ｈ１８予算：８３，００４千円
負担金Ｈ１９予算：９３，４２７千円

番号 173

番号 171

内容

・１７年度：暫定開発事業等の効果の把握等
・１８年度：Ｂ・Ｃ街区の活用策の検討等
・１９年度：Ｂ・Ｃ街区の活用策の検討等

番号 170

内容

○県単道路整備事業費負担金
○県施行地方特定道路整備事業費負担金
○県施行街路事業費負担金
○一般国道等の整備
国道226号平川道路：平川交差点付近（延長約400ｍ）
　→１８年度供用予定

番号 172

内容

○南九州西回り自動車道：串木野IC・薩摩川内都IC間
　→１８年度供用予定
○東九州自動車道：末吉財部IC・大隅IC間
　→２１年度供用予定
○鹿児島東西幹線道路：鹿児島IC・建部IC間
　→２１年度供用予定

内容

・１７年度
　国に対して、鹿児島港の平成１８年度港湾整備予算につ
いて所要額の確保を要望した。
・１８年度
　なし
・１９年度
　なし
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 街路事業の推進

所管課名 街路整備課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：２，８８０，３５４千円
Ｈ１８予算：２，７８２，０５０千円
Ｈ１９予算：２，３１０，１７５千円

項目名 消防庁舎の整備（松元、郡山、喜入地域など）

所管課名 消防局総務課

備考（事業費等）

１　平成１７年度に松元・郡山地域へ庁舎を建設し、
　平成１８年４月から運用開始した。
　○事業費  ４０３，２９７，８４６円

２　喜入分遣隊にあっては、喜入支所や喜入公民
　館の整備計画等も視野に入れ、整備する場所や
　時期について検討中である。

項目名 消防分団舎の整備

所管課名 消防局総務課

備考（事業費等）

　【平成１８年度】
　　郡山中央分団舎移転新築
　　　事業費  　１８，７７４，０００円
　【平成１９年度】
　　（事業なし）

○高麗通線（Ⅱ期）：１８年度工事着工
○武武岡線（Ⅱ期）：１８年度事業認可取得
○冷水通線（Ⅱ期）：１８年度供用
○宇宿広木線（Ⅱ期）：１８年度事業認可取得予定

番号 174

内容

175

１　消防拠点のない松元・郡山地域に消防
　拠点を新設する。

２　昭和５１年建設の喜入分遣隊を移転建
　築する。

番号 176

内容

　郡山中央土地区画整理事業に伴う、郡山中央分団舎の
移転

内容

番号
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 消防用車両の整備

所管課名 消防局総務課

備考（事業費等）

　【平成１６年度】
　　消防団ポンプ車　→　一倉分団
　【平成１７年度】
　　タンク車　　  →　松元、郡山、谷山分遣隊
    指揮車　　　 →　中央消防署
　　ミニ消防車　→　松元、郡山分遣隊
　　消防団積載車　→　桜洲分団赤水班
　【平成１８年度】
　　救助工作車　→　中央本署
　　ミニ消防車　 →　吉田分遣隊
　　消防団積載車　→　山下分団
　【平成１９年度】
　　タンク車　　　　　→　伊敷、田上、谷山北分遣隊
　　消防団ポンプ車　→　南方分団
　　消防団積載車　　→　花尾、松元、春山各分団、
　　　　　　　　　　　　　　春山分団四元班
　　ミニ消防車　　　→　喜入分遣隊
　　指揮車　　　　　→　南消防署
　　査察車　　　　　→　中央消防署

項目名 消防水利の整備

所管課名 消防局警防課

備考（事業費等）

【平成１７年度】
　 決算：８０，１５６，７５０円
　１　地質調査　　　：１箇所
　２　防火水槽設置：１基
　３　消火栓設置維持管理負担金（水道局へ）
【平成１８年度】
　予算：７７，６４１千円
　１　地質調査　　　：４箇所
　２　防火水槽設置：４基
　３　消火栓設置維持管理負担金（水道局へ）
【平成１９年度】
　予算：１１６，９４１千円
　１　地質調査　　　：３箇所
　２　防火水槽設置：４基
　３　実施設計　　　：４箇所
　４　消火栓設置維持管理負担金（水道局へ）

内容

　消防水利（防火水槽及び消火栓）の整備については、各
地域の実情を調査し、消防水利の不足する地域に年次計
画により防火水槽を整備することとしている。
　また、消火栓の整備については、水道局と連携を図りな
がら整備することとしている。

内容

　年次計画に基づき消防車両を更新する。

番号 178

番号 177
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 消防緊急指令システムの整備

所管課名 消防局警防課

備考（事業費等）

【平成１８年度】
　　予算　　1１，５６０千円
１　安心ネットワーク１１９の構築
（登録者数）　３，８１６人（平成１９年３月３１日現在）

【平成１９年度】
０円

項目名 高度救急体制の充実及び救急拠点の整備

所管課名 消防局警防課

備考（事業費等）

【平成１７年度】
(1)　高度救急資機材整備事業　決算： ２８，２８３千円
(2)　救急拠点の整備
(3)　救急救命士研修事業　　　　決算：５，６９６千円

【平成１８年度】
(1)　高度救急資機材整備事業　予算：５，１２４千円
(2)　救急救命士研修事業　　　　予算：７，２２０千円

【平成１９年度】
(1)　救急拠点の充実と救急業務の高度化推進事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予算：４６，１３０千円
(2)　救急救命士研修事業　　　予算：７，３７０千円

項目名 市立病院における高度医療機器の整備等

所管課名 市立病院総務課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：３１０，５８４千円
Ｈ１８予算：３６０，３３６千円
Ｈ１９予算：５５１，１３０千円

番号 181

内容

高度医療機器整備事業

疾病構造の変化と多様化する患者のニーズや医療の高
度化・専門化に対応するため、高度医療機器の計画的な
導入を図る。

内容

１　高規格救急車の整備
　　平成１７年度　甲南救急車（高規格救急
　車へ整備）、吉野救急車（更新）
２　救急拠点の整備
　(1) 平成１７年度
　　　 平成１８年４月から松元及び郡山分遣
　　隊に救急車を配置し運用開始した。
  (2)  平成１９年度
　　　 平成２０年４月から上町分遣隊に救急
　　拠点を新設するため、高規格救急車の
　　購入、分遣隊庁舎の改修
３　高度救急資機材の整備
　(1) 平成１７年度　総合観察装置２基
　　　（南林寺、吉野更新）
　(2) 平成１８年度　総合観察装置２基
　　　（桜島東、吉田更新）
　(3) 平成１９年度　自動体外式除細動器２基
　　　（桜島西、郡元更新）
４　救急救命士の養成
  (1) 救急救命士を毎年度２名養成
  (2) 救急救命士の処置拡大に伴う対応
　　　 気管挿管や薬剤投与のできる救急救
　　命士の養成

内容

1　火災等の災害情報、気象に関する警報
　や避難所開設等の情報を市民に提供す
　る安心ネットワーク１１９の構築
　⑴　事前に登録した市民に対し、Ｅメール
　　　による情報提供
　⑵　消防ホームページに情報を掲示

番号 180

番号 179
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 交通カードシステムの導入

所管課名 交通局

備考（事業費等）

Ｈ１６事業費（決算）：２１７，９２２千円（税込み）
　・内訳
　　バス：１３９，０９１千円（税込み）
　　電車：７８，８３１千円（税込み）

項目名 安全でおいしい水の供給

所管課名 水道管路課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：２６７，７７５千円
Ｈ１８予算：２９２，３０８千円
Ｈ１９予算：２９２，３０８千円

項目名 水道施設の整備、拡充

所管課名 水道整備課

備考（事業費等）

①Ｈ１７事業費（決算）：８０４，６４１千円
　Ｈ１８予算：２２９，７２１千円
　Ｈ１９予算：４９９，６７１千円

②Ｈ１７事業費（決算）：７６５，３８９千円
　Ｈ１８予算：９８３，４２１千円
　Ｈ１９予算：９８５，０８５千円

番号 184

内容

①配水池等整備事業
１８・１９年度：事業区域：旧鹿児島市域
　　主な工事
　　　滝之神浄水場
　　　笠松配水池(Ve=500㎥増設)
　　　中山ポンプ所
　　　栄配水池(Ve=300㎥)

②配水管整備事業
１８・１９年度：事業区域：旧鹿児島市域
　　目　　的：φ50〜φ300
　　　①未布設箇所の整備　②配水管整備
　　　③土地区画整理事業区域内の配水管
          整備
　　事業区域：旧5町域
　　目　　的：φ50〜φ150
　　　①未布設箇所の整備
　　　②土地区画整理事業区域内の配水管
　　　　整備

番号 183

内容

鉛管対策事業
１８年度：事業区域：旧鹿児島市域
　　鉛製給水管の計画的な取り替え
１９年度：事業区域：旧鹿児島市域
　　鉛製給水管の計画的な取り替え

番号 182

内容

　非接触型ＩＣカードシステムを導入し、交通局及び鹿児島
県内のバスを運行する民営４事業者の共通カード化を
図った。

・ＩＣカード化した内容
　共通回数券、定期券
　平成１７年４月１日供用開始
（ＩＣカードの販売開始日：平成１７年３月２２日）
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 災害に強い水道施設づくり

所管課名 水道整備課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１６，６６８千円
Ｈ１８予算：２５８，２０５千円
Ｈ１９予算：２７３，２５５千円

項目名 下水道管渠の幹線・枝線整備

所管課名 下水道建設課

備考（事業費等）

①Ｈ１７事業費（決算）：１０５，００９千円
　Ｈ１８予算：８１，９５８千円
　Ｈ１９予算：１８４，０２５千円

②Ｈ１７事業費（決算）：７１２，１１３千円
　Ｈ１８予算：８７７，２７０千円
　Ｈ１９予算：６９６，２８５千円

番号 186

内容

①幹線管渠整備事業
１８年度：幹線管渠の整備
　　　　吉野幹線
　　　　宇宿５号幹線
　　　　宇宿７号幹線
１９年度：幹線管渠の整備
　　　　吉野６号幹線
　　　　谷山幹線

②枝線管渠整備事業
１８年度：面的整備の推進
　　　　吉野地区
　　　　原良第三地区
　　　　宇宿中間地区
　　　　谷山第二地区
　　　　坂之上地区　等
１９年度：面的整備の推進
　　　　吉野地区
　　　　原良第三地区
　　　　宇宿中間地区
　　　　谷山第二地区
　　　　坂之上地区　等

番号 185

内容

相互連絡管整備事業
１８・１９年度：皇徳寺団地・星ヶ峯地区連絡管
　（φ400　L=4,200m）

54



新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 下水道処理施設の整備

所管課名 下水道建設課

備考（事業費等）

①Ｈ１７事業費（決算）：８２５，０５４千円
　　Ｈ１８予算：８６６，９１５千円
　　Ｈ１９予算：１，１６７，７３５千円

②Ｈ１７事業費（決算）：５５４，２６２千円
　Ｈ１８予算：４０１，７５０千円
　Ｈ１９予算：３１４，３００千円

項目名 桜島港人道橋設備改修事業

所管課名 船舶部総務課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：４，９３５千円

項目名 桜島港駐車場整備事業

所管課名 船舶部総務課

備考（事業費等）

Ｈ１８予算：３６，４２９千円

番号 187

内容

①谷山処理場施設整備事業
１８年度：施設の増設
　　　　水処理施設
　　　　送風設備　等
１９年度：施設の増設
　　　　沈砂池設備
　　　　主ポンプ設備
　　　　水処理施設
　　　　汚泥圧送施設　等

②南部処理場施設整備事業
１８年度：下水道施設の改築・更新
　　　　水処理運転操作設備
　　　　脱水機設備
　　　　避雷設備　等
１９年度：下水道施設の改築・更新
　　　　水処理低圧動力分岐設備
　　　　急速ろ過設備　等

内容

　桜島港駐車場の整備を行い、利用者のサービスの向上
及び駐車場使用の効率化を図るとともに、船舶事業の健
全経営に資するため、駐車場使用を有料化する。

事業完了
１９年３月に完成、運用開始。

番号 188

内容

番号 189

　桜島港人道橋において点字ブロック及び手摺りを設置
し、施設のバリアフリー化を推進した。
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 桜島フェリーバリアフリー化事業

所管課名 船舶部船舶運航課

備考（事業費等）

Ｈ１８予算：６，３００千円

項目名 桜島港フェリー施設整備事業

所管課名 船舶部船舶運航課

備考（事業費等）

Ｈ１９予算：６８，１３３千円

項目名 情報提供推進事業

所管課名 船舶部船舶運航課

備考（事業費等）

Ｈ１９予算：９７６千円

項目名 幼稚園施設の整備

所管課名 教育委員会施設課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：５，６０１千円

Ｈ１８予算：２，６００千円

Ｈ１９予算：８，２８０千円

※事業費は、工事請負費のみ計上

番号 192

内容

　船舶内等の情報を提供するため、日本語、英語、ピクト
グラム等による案内板を桜島フェリーターミナル及び全船
舶に設置する。

番号 191

内容

　桜島港人道橋・可動橋老朽化診断業務の結果等を踏ま
えて、老朽化した桜島港接岸施設を計画的に更新、補修
工事を行い、安全輸送施設の充実を図る。

内容

・１７年度：既設園舎整備　 　宮川幼稚園
　　　　　　建築工事　　　　　 桜峰幼稚園
　　　　　　園庭施設整備　　 松元幼稚園

・１８年度：既設園舎整備　　 松元幼稚園

・１９年度：既設園舎整備　　宮川幼稚園、松元幼稚園

番号 193

番号 190

内容

　櫻島丸、第五櫻島丸及び第十三櫻島丸への文字表示装
置の設置に併せて全船の案内放送の見直しをすることな
どにより、視覚・聴覚障害等に対するバリアフリー化の推
進を図る。

事業完了
１９年１月に完成、２月１日運用開始。
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 校舎の大規模改造、増改築

所管課名 教育委員会施設課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１，０１０，６５６千円

Ｈ１８予算：９８４，６７７千円

Ｈ１９予算：１，３３１，３８５千円

※事業費は、工事請負費のみ計上

項目名 屋内運動場の大規模改造、増改築

所管課名 教育委員会施設課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：５００，３８９千円

Ｈ１８予算：２８３，８６０千円

Ｈ１９予算：９６５，６３６千円

※事業費は、工事請負費のみ計上

内容

・１７年度：
　大規模改造　５校
（草牟田小学校、坂元小学校、明和小学校、宇宿小学校、
犬迫小学校）

・１８年度：
　大規模改造　６校
（犬迫小学校、川上小学校、大明丘小学校、西伊敷小学
校、西紫原小学校、喜入中学校）
　増築　 ２校（西紫原小学校、清和小学校）
　造成　 １校（吉田小学校）

・１９年度：
　大規模改造　５校
（川上小学校、大明丘小学校、桜島中学校、郡山中学校、
喜入中学校）
　増築　２校（中山小学校、和田小学校）
　新築　１校（吉田小学校）

番号 194

番号 195

内容

・１７年度：
　増改築　 ２校（大明丘小学校、和田中学校）

・１８年度：
　増改築　 １校（桜洲小学校）

・１９年度：
　大規模改造　１校（郡山小学校）
　増改築　２校（緑丘中学校、鹿玉龍中学校）
　新築　１校（吉田小学校）
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 既存校舎等の改修

所管課名 教育委員会施設課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：２８１，９８０千円

Ｈ１７事業費（決算）：５２３，０６８千円

Ｈ１８予算：４７２，６６３千円

Ｈ１８予算：５４３，６３２千円

Ｈ１９予算：６５４，４６７千円

Ｈ１９予算：３２５，５８５千円

※事業費は、工事請負費のみ計上

項目名 鴨池公園水泳プール整備事業

所管課名 教育委員会市民スポーツ課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：９，２５８千円
Ｈ１８予算：１０，１４０千円
Ｈ１９予算：３１，２７５千円

項目名 郡山体育館建設事業

所管課名 教育委員会市民スポーツ課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：０千円
Ｈ１８予算：０千円
Ｈ１９予算：０千円

項目名 地域スポーツクラブ育成事業

所管課名 教育委員会市民スポーツ課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：２，５７３千円
Ｈ１８予算：２，７３９千円
Ｈ１９予算：２，７９９千円

番号 196

内容

・１７年度：
外壁改修事業
　外壁改修　小学校６校、中学校５校、高等学校２校
　外壁補修　小学校７校、中学校７校、高等学校１校
施設整備単独事業
　
・１８年度：
外壁改修事業
　外壁改修　小学校１２校、中学校８校
　外壁補修　小学校　８校、中学校７校
施設整備単独事業

・１９年度：
外壁改修事業
　外壁改修　小学校１１校、中学校９校
　外壁補修　小学校　９校、中学校６校、高等学校１校
施設整備単独事業

番号 197

内容

　鴨池公園水泳プールは、完成後３０年以上経過し老朽化
していることから、新たに屋内５０ｍプール施設等の整備を
行う。
　平成２２年度の供用開始を予定し、ＰＦＩ手法での新プー
ルの整備・運営を行う。

番号 198

内容

　施設の規模や、設置時期について検討している。

番号 199

内容

１８年度：郡山地区設立
１９年度：桜島、喜入、伊敷地区
　　　　　　（３地区設立予定）
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新市まちづくり計画に掲載された主な事業等の進捗状況
※19年4月1日現在

項目名 生見海水浴場の整備検討

所管課名 教育委員会市民スポーツ課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費(決算)：０千円
Ｈ１８予算：３，４６０千円
Ｈ１９予算：０千円

項目名 芸術鑑賞機会の充実

所管課名 教育委員会文化課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１０，０８１千円
Ｈ１８予算：１０，４７８千円
Ｈ１９予算：１０，６５４千円

項目名 市民文化活動の促進

所管課名 教育委員会文化課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１１，８２０千円
Ｈ１８予算：１３，７１８千円
Ｈ１９予算：１２，１３５千円

項目名 文化施設の整備充実

所管課名 教育委員会総務課、文化課、生涯学習課

備考（事業費等）

科学館（プラネタリウム更新経費）
　Ｈ１７年度～Ｈ１８予算　４０２，８９４千円
　Ｈ１８年度で更新完了
ふるさと考古歴史館（展示機器等更新事業）
　Ｈ１８予算：２，５００千円
　Ｈ１９予算：４１，７００千円
生涯学習プラザ（フレッシュアップ事業）
　Ｈ１８予算：６６，６４５千円
　Ｈ１９予算：１３，４４９千円
文化工芸村（施設整備事業）
　Ｈ１８予算：２，５５０千円
　Ｈ１９予算：１，３３０千円

番号 201

内容

　地元文化団体による公演を実施し、地元文化団体の発
表の場を広げ、文化団体の育成を図るとともに、中央のプ
ロの劇団、楽団等及び地元文化団体による学校への巡回
公演を実施し、芸術文化への興味と関心を喚起し、鑑賞能
力の向上と豊かな情操の涵養を図る。

番号 202

内容

　本市の芸術文化の将来を担う人材や伝統文化を保存・
伝承する人材の育成に努めるとともに、文化団体の自主
的・創造的活動の奨励援助を促進する。
・共催による市民文化祭の開催
・郷土芸能保存団体への助成
・ふるさと芸能祭の開催
・文化団体との共催事業の推進　　　　　等

番号 203

内容

　市民一人ひとりが自由に文化を享受し、日常生活の中で
市民が自ら文化活動に参加することができるように文化施
設の整備充実を進める。

番号 200

内容

生見海水浴場の活性化を図るため、整備の在り方につい
て検討を行う。
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項目名 文化財の保護・活用

所管課名 教育委員会文化課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：８１，９３３千円
Ｈ１８予算：８６，７４２千円
Ｈ１９予算：２３０，３３１千円

項目名 図書館・図書室の整備充実及びネットワーク化の推進

所管課名 図書館

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：２０，７５９千円

項目名 私立幼稚園就園奨励費の補助

所管課名 教育委員会学務課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：５４４，１９４千円
Ｈ１８予算：５６９，６０３千円
Ｈ１９予算：６０８，４３８千円

項目名 私立幼稚園協会の運営等に対する助成

所管課名 教育委員会学校教育課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１４０，１２６千円（幼児教育相談助
成費の開始）
Ｈ１８予算：１４５，７６３千円
Ｈ１９予算：１４６，４１３千円

番号 204

内容

　有形・無形の貴重な文化財の保存・活用並びに伝承に
努め、市民の文化財に対する理解と認識を深めるととも
に、文化財愛護思想の高揚を図り、文化財を次世代へ適
切に継承する。
　また、ふるさと考古歴史館等の展示資料等の充実を図る
とともに、企画展等の各種事業の推進に努める。

内容

　私立幼稚園に就園する満３歳児以上の園児の保護者の
所得の状況に応じて、幼稚園の設置者が保育料等を減免
した場合に補助する。

番号 205

内容

平成１７年７月に、旧５町公民館図書室へ図書館電算シス
テムを導入し、市民サービスの向上及び業務の円滑化を
図った。

番号 207

（目的）鹿児島市私立幼稚園協会の円滑な運営を図り、適
正な就学前教育を推進するため、協会に対して以下の補
助金を交付する。

（内容）教材費、絵本に親しむ活動費、読み聞かせ奨励
費、研修費、預り保育奨励費、幼児教育相談助成費、運営
費（職員割、園均等割、３歳児保育運営費）、協会運営費
補助
平成１９年度も同じ内容である。

内容

番号 206
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項目名 心の教育の推進

所管課名 教育委員会学校教育課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）２５千円
Ｈ１８予算８１千円
Ｈ１９予算２５千円

項目名 人権教育の推進

所管課名 教育委員会学校教育課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）５千円
Ｈ１８予算５４．５千円
Ｈ１９予算５千円

項目名 校内ＬＡＮ整備事業

所管課名 学習情報センター

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：２５，７４７千円

番号 209

内容

番号 208

内容

平成１７年度
　緑丘中学校において市人権教育研究会を開催する。
平成１８年度
　広木小学校において鹿児島地区人権教育指導法等研修
会、坂元台小学校で人権教育研究公開を開催する。
「児童の権利に関する条約」学習指導資料作成
平成１９年度
　西紫原中学校で鹿児島地区人権教育指導法等研修会
を開催する。
　学習指導資料　「児童の権利に関する条約」の活用促進
を図る。

番号 210

内容

　全ての小・中学校に光ケーブルを接続し、回線の高速化
を図るとともに、校内ＬＡＮを整備し各教室からインターネッ
トに接続することができるようになった。
　そのことにより、学習情報センターが提供する学習用コン
テンツをはじめとして、インターネット上の様々な情報、コン
テンツ等を利用することができるようになった。

平成１７年度
　星峯東小学校で市道徳教育研究会を開催する。
平成１８年度
　吉野東中学校で市道徳教育研究会、吉野東小学校と桜
洲小学校で道徳教育研究公開を開催する。
平成１９年度
　春山小学校で市道徳教育研究会、紫原小学校、坂元中
学校で道徳教育研究会を開催する。
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項目名 普通教室コンピュータ整備事業

所管課名 学習情報センター

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：１２５，４６４千円
Ｈ１８予算：１４９，１４１千円
Ｈ１９予算：１５６，０８１千円

項目名 教育用テレビ会議ネットワーク活用推進事業

所管課名 学習情報センター

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：８，８４７千円
Ｈ１８予算：５，５７４千円
Ｈ１９予算：６９，９４７千円

項目名 私立幼稚園施設の整備

所管課名 教育委員会学校教育課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：９，８８７千円
Ｈ１８予算：２１，６３９千円
Ｈ１９予算：２４，６９１千円

項目名 適正就学教育相談会の実施

所管課名 教育委員会学校教育課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：３，７９９千円
Ｈ１８予算：４，０１１千円
Ｈ１９予算：３，９２４千円

番号 211

内容

　合併した旧5町の２６校すべての普通教室に２台ずつ、ま
た、特別教室等の２教室に１台ずつのコンピュータを整備
し、併せてプリンタやプロジェクタ等の周辺機器を整備し
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１９年度
　市内小・中・高等学校の特別教室等に平均２台のずつの
コンピュータを整備し、併せてプロジェクタ等の周辺機器を
整備する。

番号 212

内容

　インターネットを活用した教育用テレビ会議を行うために
必要なスピーカーやマイク、ビデオキャプチャーアダプター
等を整備し、学校と施設、学校同士をつないで、遠隔授業
や共同学習ができるようにする。
平成１９年度
　平成１９年度より教育情報ネットワークシステム活用推進
事業に統合した。インターネットの活用を図り、学校におけ
る情報教育を推進するため、ネットワークの維持管理等を
行う。

番号 213

内容

　私立幼稚園教育の円滑な実施と就学前教育のより一層
の充実を図ることを目的に施設等整備事業に対して助成
する。
　平成１９年度も同じ内容で、８つの幼稚園に助成する予
定である。

番号 214

内容

　 障害等のある幼児・児童生徒の就学に関する教育相談
を行い、適正な就学指導及び教育措置を行うことを目的と
して、一人ひとりの子供に対して医学、心理学、教育学の
各分野の専門家が教育相談を実施する。
　平成１９年度も市内の全ての対象幼児・児童生徒に同じ
内容で実施する。
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項目名 特別支援学級施設設備の整備

所管課名 教育委員会学校教育課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：２１，７９０千円
Ｈ１８予算：２４，４９６千円
Ｈ１９予算：２６，０００千円

項目名 学校体育施設等の整備

所管課名 教育委員会保健体育課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：２，５９4千円
　　　　　　　　　　　　　４，１６８千円（委託料）

Ｈ１８予算：６，０５４千円
　　　　　　　４，６００千円
　　　　　　　１，２００千円（委託料）
　　　　　　　１，３７８千円
　　　　　　　４，７００千円（委託料）
　　　　　　　　　７３８千円（委託料）

Ｈ１９予算：　２，１０１千円
　　　　　　　３４，１００千円
　　　　　　　　９，０００千円
　　　　　　　　５，２００千円（委託料）
　　　　　　　　２，７００千円（委託料）
　　　　　　　８２，０７０千円

項目名 中・高等学校の運動部活動への指導協力者派遣

所管課名 教育委員会保健体育課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）：８００千円

Ｈ１８予算：７２０千円

Ｈ１９予算：５４０千円

番号 215

内容

　温水シャワーや洋式トイレ、畳間、床板などの特別支援
学級等の施設設備の整備を行い、障害のある児童生徒の
発達やその種類・程度及び適性に応じた適切な教育がで
きるようにする。
平成１９年度
○　東桜島小、松元小
　　温水シャワー、洋式トイレ設置、洗面器
　　洗濯機、調理台、畳間設置
○　松元小
　　温水シャワー、洋式トイレ設置、洗面所
　　洗濯機、調理台
○　松元中
　　温水シャワー、洋式トイレ

番号 216

内容

【１７年度】
・小学校体育施設整備（春山小）
・プールサイドテント整備（本名小、宮小、本城小、牟礼岡
小、南方小、花尾小、郡山小、松元小、東昌小、春山小、
石谷小）
【１８年度】
・小学校体育施設整備（宮小、春山小、石谷小）
・小学校既設プール附帯施設等の整備（東昌小）
・小学校プール新設（吉田小）
・中学校体育施設整備（松元中）
・中学校柔剣道場整備（吉田南中）
・プールサイドテント整備（吉田北中、吉田南中、喜入中）
【１９年度】
・小学校体育施設整備（春山小）
・小学校プール新設（吉田小）
・小学校移転に伴う体育施設整備（吉田小）
・中学校プール新設（郡山中）
・中学校弓道場整備（郡山中）
・中学校柔剣道場整備（吉田南中、桜島中）

番号 217

内容

○中・高等学校運動部活動活性化事業
１７年度：郡山中（女子バレーボール）、松元中（サッカー・
女子ソフトテニス）、喜入中（弓道）
１８年度：郡山中（女子バレーボール）、松元中（サッカー・
陸上競技）、喜入中（弓道）
１９年度：松元中（剣道・サッカー）、喜入中（喜入中）
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項目名 生涯学習施設の整備

所管課名 教育委員会生涯学習課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費(決算)：１，９２７千円
Ｈ１８予算：３０７，３５７千円
Ｈ１９予算：４３１，５４８千円

項目名 校区公民館の整備

所管課名 教育委員会生涯学習課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費(決算)：９６，９５７千円
Ｈ１８予算：４３，９２７千円
Ｈ１９予算：１０１，３３６千円

項目名 生涯学習関連施設のネットワーク化

所管課名 教育委員会生涯学習課

備考（事業費等）

Ｈ１６事業費（決算）：３８，０４３千円

項目名 公民館講座の充実

所管課名 教育委員会生涯学習課

備考（事業費等）

吉田　１７講座（１６年度）→２１講座（１７年度）
        ２２講座（１８年度）→２２講座（１９年度）
桜島　１４講座（１６年度）→１９講座（１７年度）
　　　　１９講座（１８年度）→１８講座（１９年度）
喜入　１７講座（１６年度）→２５講座（１７年度）
　　　　２６講座（１８年度）→２７講座（１９年度）
松元　１７講座（１６年度）→２７講座（１７年度）
　　　　２９講座（１８年度）→２９講座（１９年度）
郡山　１５講座（１６年度）→２１講座（１７年度）
　　　　２３講座（１８年度）→２５講座（１９年度）

番号 218

内容

　団地造成等により人口が急増している谷山北部地区に、
新たな地域公民館の整備を行うことにより、地域住民の交
流、レクリエーション活動、生涯学習活動の振興を図る。
・１７年度　基本設計、用地の選定を行った。
・１８年度　用地購入、パブリックコメント
　　　　　　 実施設計、造成工事
・１９年度　造成工事、建築、設備工事
・20年度　建築、設備、附帯工事、供用開始(予定)

番号 219

内容

　校区住民の自主的で主体的な学習の場となるとともに、
地域づくり活動を推進する拠点施設としての校区公民館
を、未整備の校区について、計画的に整備を行う。（８校中
３校区は整備済み）
・１９年度　2校区建設予定(松元・花尾)
・20年度　3校区建設予定(石谷・東昌・桜洲)

番号 220

内容

事業完了
生涯学習情報システムに、合併に伴う新たな情報を追加
し、関連施設にシステムの運営に必要な機器等を整備し
た｡
平成１７年３月に完成、４月から運用開始｡

番号 221

内容

旧５町においても、必要課題と要求課題に対応した講座を
開設すると共に、少年、親子、成人、高齢者等、対象を区
分した講座を開設したことにより、市民の生涯学習の推進
を図ることができた。また、学習歴の活用による「市民はつ
らつ得意技講座」も開設している。
そのことにより、講座数も増えた。
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項目名 社会教育関係団体の育成

所管課名 教育委員会生涯学習課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費(決算)：１，６４５千円
Ｈ１８予算：２，１５８千円
Ｈ１９予算：有志指導者の育成　５８５千円
　　　　　　 社会学級の開設　１１,８２２千円
　　　　　　 女性教育活動の推進　３，９６１千円

項目名 青少年教育施設の整備

所管課名 教育委員会少年自然の家

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費(決算)：４，５９９千円
Ｈ１８予算：１８，３００千円
Ｈ１９予算：２，９００千円

※事業費は、工事請負費のみ計上

項目名 青少年ふれあい交流・体験活動促進事業

所管課名 教育委員会青少年課

備考（事業費等）

Ｈ１７事業費（決算）９３６千円
Ｈ１８予算８９９千円
Ｈ１９予算７６０千円

番号 224

内容

　青少年ふれあい交流・体験活動促進事業において新鹿
児島市の小学校で学ぶ児童の交流を深めるとともに、旧５
町を中心に、各地域の歴史や文化などを学び、体験をとお
して郷土愛を育み、リーダーとしての資質を養い、心豊か
で元気あふれる「さつまっ子」の育成を図っている。
・１７年度　少年自然の家、文化工芸村、喜入の森、きいれ
牧場
・１８年度　八重山キャンプ場、松元平野岡体育館、宮川野
外活動センター
・１９年度　桜島一週、牟礼岡遊歩道ハイキング、吉田文
化体育センター、宮川野外活動センター

番号 223

内容

　少年自然の家整備事業費
　　本館改修整備、キャンプ場等整備及び
　屋外施設整備など
・１７年度
　　屋外倉庫新築工事
・１８年度
　　本館庇防水補修工事他２
・１９年度
　　本館ベランダ防水補修工事

社会教育関係団体における組織の充実を図るため、「生
活講座や役員研修会」や　各校区における社会学級など
の団体ごとの研修や講座を充実させることができた。
各団団体ごとに主体的な活動ができる有志指導者育成講
座を実施ている。

番号 222

内容
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項目名 親子のふれあい活動、異年齢集団による体験活動

所管課名 教育委員会少年自然の家

備考（事業費等）

主催事業費の中で実施
Ｈ１７主催事業費(決算)：４３５千円
Ｈ１８主催事業費予算：５６１千円
Ｈ１９主催事業費予算：５６１千円

主催事業費の中で実施
①参加者（１７年度　　９８人、１８年度　８９人）
②参加者（１７年度　１１９人、１８年度　９６人）
　　※参加者は、旧５町域を含む。

Ｈ１７事業費(決算)：３１７千円　（参加者　７０人）
Ｈ１８予算：３１０千円　（参加者　７２人）
Ｈ１９予算：３１０千円
　　※参加者は、旧５町域を含む。

Ｈ１８予算：９５２千円　（参加者　９８人）
Ｈ１９予算：９５２千円
　　※参加者は、旧５町域を含む。

番号 225

内容

１　親子のふれあい活動の実施
　・１７年度　　　　２２事業
　・１８年度　　　　２０事業
　・１９年度　　　　１９事業
　　（１）　農園以外の体験活動
　　　　①親子キャンプ
　　　　②親子工作教室　他
　　（２）農園での体験事業
　　　　①ピーナツ
　　　　②サツマイモ
　　　　③そば　他
　
２　異年齢集団による体験活動の実施
　（１）対象：小学１年生～４年生
　　　①　ワイルドキッズ１（小学１・２年生）
　　　②　ワイルドキッズ２（小学３・４年生）
　　　　　　　（１泊２日）

  (２)対象：小学４年生～高校生
　　　①　ふるさと史跡めぐりと冬のキャンプ事業
　　　　　　　（２泊３日）

　　　②　わくわくアドベンチャー事業
　　　　　　※　平成１８年度からの新規事業
　　　　　　（冒険ランドいおうじまでの生活体験
　　　　　　　キャンプ　　３泊４日）
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