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第１章

令和４年度当初予算案の全体像
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１ 予算編成のポイント

2

「未来へと躍進する街」「力強く躍動する街」「安全・安心の街」「改革に挑

む街」の４つの視点を柱に据え、市民の皆様が夢を語り希望を叶えることがで

きるよう、さらにギアを上げて、下関の未来への投資となる施策を推進します。

また、加速するデジタル化の潮流も踏まえながら、本市の特性や可能性を

活かした地方創生の取組も進めます。

目まぐるしく変化する新型コロナウイルス感染症を取り巻く情勢への対応の

ほか、活力と魅力あふれる「希望の街・下関」の実現に向け、立ち止まることな

く前進するための各種取組を進めてまいります。

１ 基本的な考え方

持続可能な財政基盤の確立に向け、義務的経費の縮減を図ることで財

政構造の改善に努めました。このほか、行政の簡素合理化の一層の推進など、

「財政健全化プロジェクト（Ⅲ期計画）」を基軸とした行財政改革にも取り

組んでまいります。

３ 行財政改革の推進

令和３年度の国の補正予算を最大限活用し、令和４年度予算と一体

的に、社会経済活動の活性化やインフラ長寿命化などの施策を推進します。

また、子どもたちの健全な成長と市の活力を生み出す施策の財源として

ボートレース事業収益（14億円）を活用するほか、基金の設置目的に沿った

必要経費の財源として特定目的基金を活用します。

これらによりなお不足する財源については、財政調整基金（15億円）の取

り崩しにより対応します。

４ 財源確保への対応

２ 「希望の街」の実現に向けた取組



（単位：百万円、％）

区　　　分 令和4年度 令和3年度 増 減 額 増 減 率

一　般　会　計 119,040          113,630             5,410             4.8                 

特　別　会　計 76,689           76,134               555                0.7                 

計 195,729         189,764             5,965             3.1                 

企　業　会　計 169,649         146,731             22,918            15.6               

２ 予算の規模・構成

（１）会計別予算規模
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※公債管理特別会計については、他会計の公債費と重複すること及び
借換債として発行額と同額を償還することから、表中より除外

《主な対前年度増減要因》

一　般　会　計

特　別　会　計

企　業　会　計 □「ボートレース事業会計」が営業収入見込みの増により増加

□「普通建設事業」やコロナ対策関係経費などが増加

□「ボートレース未来基金積立金」（14億円）が皆増

□「後期高齢者医療会計」が被保険者の増により増加

□「臨海土地造成事業会計」が既往債元利償還金の増により増加



２ 予算の規模・構成

4

（２）一般会計歳入の状況
（単位：百万円、％）

令和４年度 令和３年度 増 減 額 増 減 率

市　　　税 32,819 32,527 ＋292 0.9

　 うち市民税 14,410 14,106 ＋304 2.2

　 うち固定資産税 14,415 14,414 ＋1 0.0

繰　入　金 3,712 1,670 ＋2,042 122.3

その他の財源 11,364 11,352 ＋12 0.1

小　計 47,895 45,549 ＋2,346 5.2

地方譲与税･交付金 8,227 7,475 ＋752 10.1

地方交付税 26,179 23,436 ＋2,743 11.7

国・県支出金 29,922 26,251 ＋3,671 14.0

市　　　債 6,817 10,919 △4,102 △ 37.6

小　計 71,145 68,081 ＋3,064 4.5

合　　計 119,040 113,630 ＋5,410 4.8

依

存

財

源

自

主

財

源

区　　分

① 市税 （対前年度＋ 2.9億） ： 法人業績の回復などによる

「市民税」の 増収を見込む

② 繰入金 （対前年度＋20.4億）： 「ボートレース未来基金繰入金」の

皆増により大きく増加

③ 地方交付税（対前年度＋27.4億）： 当初予算ベースでは対前年度増と

なっているが、実際のR3交付額との

比較では減少

（R3交付額：265.5億円）

④ 市債 （対前年度△41.0億）： 「臨時財政対策債」が大幅に減少



２ 予算の規模・構成
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（単位：百万円、％）

金額 構成比 金額 構成比

自主財源 47,895 40.2% 45,549 40.1%

依存財源 71,145 59.8% 68,081 59.9%

合　計 119,040 － 113,630 －

区　分

令和３年度令和４年度
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（３）一般会計歳出の状況（目的別）

２ 予算の規模・構成

（単位：百万円、％）

区　　分 令和４年度 令和３年度 増減額 増減率

議会費 576                     575                     ＋1 ＋0.1

総務費 10,810                9,690                  ＋1,120 ＋11.6

民生費 46,624                46,606                ＋18 ＋0.0

衛生費 13,260                9,853                  ＋3,407 ＋34.6

労働費 198                     185                     ＋13 ＋7.1

農林水産業費 3,988                  3,624                  ＋364 ＋10.1

商工費 5,940                  5,021                  ＋919 ＋18.3

土木費 12,524                12,682                △158 △ 1.2

消防費 3,399                  3,257                  ＋142 ＋4.3

教育費 8,473                  8,082                  ＋391 ＋4.8

災害復旧費 55                       50                       ＋5 ＋10.0

公債費 13,093                13,905                △812 △ 5.8

予備費 100                     100                     － －

合　　計 119,040           113,630           ＋5,410 ＋4.8
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（４）一般会計歳出の状況（性質別）

２ 予算の規模・構成

① 投資的経費（対前年度＋19.7億）

「下関市立大学総合大学化推進業務」や「基幹的設備改良事業（リサイク

ルプラザ）」、「下関漁港南風泊地区高度衛生管理整備事業」などの

主要な投資事業の本格化により大きく増加

② 公債費 （対前年度△ 8.1億）

過去に発行した既往債の元利償還の減により減少

③ その他 （対前年度＋44.8億）

□「新型コロナウイルスワクチン予防接種事業」や「新型コロナウイルス

感染症宿泊療養事業」により物件費が大きく増加

□「ボートレース未来基金積立金」により積立金が大きく増加

□「プレミアム付商品券発行支援事業」により補助費等が増加

（単位：百万円、％）

令和４年度 令和３年度 増減額 増減率

21,156 21,174 △18 △ 0.1

27,709 28,023 △314 △ 1.1

13,093 13,905 △812 △ 5.8

小　計 61,958 63,102 △1,144 △ 1.8

投資的経費 9,334 7,361 ＋1,973 ＋26.8

うち普通建設事業 9,278 7,311 ＋1,967 ＋26.9

　　うち補助事業 5,071 4,463 ＋608 ＋13.6

　　うち単独事業 4,207 2,848 ＋1,359 ＋47.7

15,440 15,334 ＋106 ＋0.7

その他 32,308 27,833 ＋4,475 ＋16.1

小　計 47,748 43,167 ＋4,581 ＋10.6

119,040 113,630 ＋5,410 ＋4.8

人件費

扶助費

義

務

的

経

費

一

般

行

政

経

費

合　　計

区　　分

繰出金

公債費



8

２ 予算の規模・構成

（単位：百万円、％）

金額 構成比 金額 構成比

義務的経費 61,958 52.0% 63,102 55.5%

投資的経費 9,334 7.8% 7,361 6.5%

その他一般行政経費 47,748 40.2% 43,167 38.0%

合　計 119,040 － 113,630 －

区　分

令和４年度 令和３年度
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（５）会計別前年度対比表

２ 予算の規模・構成

(単位：千円)

会　計 ・ 款　別 予  算  額 構成比 予  算  額 構成比 差引増減額 増減率

(A) ％ (B) ％ (A)-(B) ％

市 税 32,818,757 27.6 32,527,421 28.6 291,336 0.9

　うち 市民税 14,409,784 12.1 14,106,410 12.4 303,374 2.2

　うち 固定資産税 14,414,851 12.1 14,414,004 12.7 847 0.0

地 方 譲 与 税 888,448 0.8 776,730 0.7 111,718 14.4

利 子 割 交 付 金 37,942 0.0 42,632 0.0 △ 4,690 △ 11.0

配 当 割 交 付 金 143,174 0.1 121,285 0.1 21,889 18.0

株式等譲渡所得割交付金 187,400 0.2 72,448 0.1 114,952 158.7

法 人 事 業 税 交 付 金 474,345 0.4 317,073 0.3 157,272 49.6

地 方 消 費 税 交 付 金 6,096,141 5.1 5,652,951 5.0 443,190 7.8

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 47,824 0.0 36,977 0.0 10,847 29.3

環 境 性 能 割 交 付 金 121,299 0.1 63,201 0.1 58,098 91.9

国有提供施設等所在市助 72,319 0.1 73,951 0.1 △ 1,632 △ 2.2

地 方 特 例 交 付 金 116,657 0.1 271,204 0.2 △ 154,547 △ 57.0

地 方 交 付 税 26,179,094 22.0 23,435,636 20.6 2,743,458 11.7

交通安全対策特別交付金 41,300 0.0 46,884 0.0 △ 5,584 △ 11.9

分 担 金 及 び 負 担 金 501,002 0.4 568,045 0.5 △ 67,043 △ 11.8

使 用 料 及 び 手 数 料 3,579,017 3.0 3,624,321 3.2 △ 45,304 △ 1.2

国 庫 支 出 金 20,197,146 17.0 18,154,683 16.0 2,042,463 11.3

県 支 出 金 9,724,708 8.2 8,095,907 7.1 1,628,801 20.1

財 産 収 入 257,779 0.2 214,515 0.2 43,264 20.2

寄 附 金 625,444 0.5 627,655 0.6 △ 2,211 △ 0.4

繰 入 金 3,711,806 3.1 1,669,807 1.5 2,041,999 122.3

繰 越 金 600,000 0.5 600,000 0.5 0 0.0

諸 収 入 5,801,594 4.9 5,717,593 5.0 84,001 1.5

市 債 6,816,804 5.7 10,918,662 9.6 △ 4,101,858 △ 37.6

議 会 費 575,860 0.5 575,291 0.8 569 0.1

総 務 費 10,809,844 9.1 9,689,308 8.2 1,120,536 11.6

民 生 費 46,624,348 39.2 46,605,566 41.0 18,782 0.0

衛 生 費 13,259,616 11.1 9,852,689 8.7 3,406,927 34.6

労 働 費 197,829 0.2 184,731 0.2 13,098 7.1

農 林 水 産 業 費 3,988,470 3.3 3,623,799 3.2 364,671 10.1

商 工 費 5,939,632 5.0 5,021,283 4.4 918,349 18.3

土 木 費 12,523,711 10.5 12,682,028 11.2 △ 158,317 △ 1.2

消 防 費 3,398,837 2.9 3,257,323 2.9 141,514 4.3

教 育 費 8,473,616 7.1 8,082,078 7.1 391,538 4.8

災 害 復 旧 費 55,000 0.0 50,000 0.0 5,000 10.0

公 債 費 13,093,237 11.0 13,905,485 12.2 △ 812,248 △ 5.8

予 備 費 100,000 0.1 100,000 0.1 0 0.0

  一 般 会 計 　　 計 119,040,000 100.0 113,629,581 100.0 5,410,419 4.8

一

般

会

計

・

歳

出

令 和 4 年 度 令 和 3 年 度 比　　  較

一

般

会

計

・

歳

入
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２ 予算の規模・構成

(単位：千円)

会　計 ・ 款　別 予  算  額 構成比 予  算  額 構成比 差引増減額 増減率

(A) ％ (B) ％ (A)-(B) ％

港 湾 会 計 6,468,675 8.4 6,592,071 8.7 △ 123,396 △ 1.9

臨 海 土 地 造 成 事 業 会 計 647,231 0.8 366,088 0.5 281,143 76.8

渡 船 会 計 247,453 0.3 179,363 0.2 68,090 38.0

市 場 会 計 739,172 1.0 733,092 1.0 6,080 0.8

国 民 健 康 保 険 会 計 31,633,403 41.3 31,851,267 41.8 △ 217,864 △ 0.7

土 地 取 得 会 計 217,427 0.3 353,315 0.5 △ 135,888 △ 38.5

観 光 施 設 事 業 会 計 143,023 0.2 167,921 0.2 △ 24,898 △ 14.8

漁 業 集 落 環 境 整 備 事 業 会 計 22,080 0.0 12,332 0.0 9,748 79.0

介 護 保 険 会 計

　　( 介 護 保 険 事 業 勘 定 )
29,544,328 38.5 29,289,781 38.5 254,547 0.9

介 護 保 険 会 計

　( 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 )
9,181 0.0 9,586 0.0 △ 405 △ 4.2

農 業 集 落 排 水 事 業 会 計 384,754 0.5 353,118 0.4 31,636 9.0

母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計 19,321 0.0 28,123 0.0 △ 8,802 △ 31.3

後 期 高 齢 者 医 療 会 計 5,549,364 7.3 5,026,070 6.6 523,294 10.4

市 立 市 民 病 院 債 管 理 会 計 1,063,605 1.4 1,172,232 1.6 △ 108,627 △ 9.3

76,689,017 100.0 76,134,359 100.0 554,658 0.7

17,576,402 17,421,497 154,905 0.9

　  総　計（一般＋特別会計） 195,729,017 189,763,940 5,965,077 3.1

水 道 事 業 会 計 9,798,137 5.8 9,762,097 6.7 36,040 0.4

工 業 用 水 道 事 業 会 計 338,887 0.2 415,435 0.3 △ 76,548 △ 18.4

公 共 下 水 道 事 業 会 計 14,265,067 8.4 13,681,243 9.4 583,824 4.3

病 院 事 業 会 計 1,364,740 0.8 1,364,265 1.0 475 0.0

ボ ー ト レ ー ス 事 業 会 計 143,882,492 84.8 121,508,229 82.6 22,374,263 18.4

169,649,323 100.0 146,731,269 100.0 22,918,054 15.6

比　　  較

特

　

　

　

別

　

　

　

会

　

　

　

計

公 債 管 理 特 別 会 計

　企　業　会　計　　　計

企

　

業

　

会

　

計

特　別　会　計　　　計

令 和 4 年 度 令 和 3　年 度
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２ 予算の規模・構成

 (単位：千円)

区　　　　　分 予  算  額 構成比  予  算  額 構成比 差引増減額 増減率 備    考

 (A) ％ (B) ％ (A)-(B) ％

人      件      費 21,156,424 17.8 21,173,405 18.6 △ 16,981 △ 0.1 退職手当の増、職員数の減など

扶      助      費 27,708,606 23.2 28,023,225 24.7 △ 314,619 △ 1.1
生活保護費、陽光苑・梅花園指定管理

料の減など

公      債      費 13,092,937 11.0 13,905,185 12.2 △ 812,248 △ 5.8

小　　　計 61,957,967 52.0 63,101,815 55.5 △ 1,143,848 △ 1.8

物　 件　 費 17,840,866 15.0 15,154,808 13.3 2,686,058 17.7
新型コロナウイルス感染症宿泊療養事

業、予防接種（新型コロナウイルス）の

増など

維  持  補  修  費 1,668,006 1.4 1,584,720 1.4 83,286 5.3

補   助   費    等 8,302,115 7.0 7,598,450 6.7 703,665 9.3
プレミアム付商品券発行支援事業費補

助金の増など

普通建設事業費 9,278,344 7.8 7,310,778 6.4 1,967,566 26.9  

補　　　助 5,070,650 4.3 4,462,507 3.9 608,143 13.6
下関漁港南風泊地区高度衛生管理整

備事業、道路事業（道路・橋りょう・交

通・街路）の増など

単　　　独 4,207,694 3.5 2,848,271 2.5 1,359,423 47.7
下関市立大学総合大学化推進業務、

基幹的設備改良事業（リサイクルプラ

ザ）の増など

災 害 復 旧 費 55,000 0.0 50,000 0.0 5,000 10.0

補　　　助 0 0.0 0 0.0 0 0.0

単　　　独 55,000 0.0 50,000 0.0 5,000 10.0

失業対策事業費

補　　　助

単　　　独

計 9,333,344 7.8 7,360,778 6.4 1,972,566 26.8

積      立      金 1,654,481 1.4 395,222 0.4 1,259,259 318.6 ボートレース未来基金積立金の皆増

投資 及び 出資金 205,684 0.2 229,657 0.2 △ 23,973 △ 10.4

貸      付      金 2,537,244 2.1 2,770,598 2.5 △ 233,354 △ 8.4 商工関係貸付金の減など

繰      出      金 15,440,293 13.0 15,333,533 13.5 106,760 0.7
後期特会繰出金、後期高齢者医療療

養給付費負担金の増など

予      備      費 100,000 0.1 100,000 0.1 0 0.0

歳　出　合　計 119,040,000 100.0 113,629,581 100.0 5,410,419 4.8

令 和 ４ 年 度 令 和 ３ 年 度 比　　較

建

設

事

業

費
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（１）基金現在高の状況 及び 中長期の推移

□ 令和３年度は、補正を含めて「積立て＞取崩し」となり、微増傾向に転じている

□ 令和４年度編成においては、積立てについて前年度決算剰余金（10億円）及び
長府印内交差点国道用地の国買い戻し金（68,541千円）を見込むが、
再び取崩し超過に戻り、年間で△4.3億程度となる想定

財調基金

□ 令和３年度は、国における交付税再算定による臨時経済対策費4.2億を活力創造基金
に積立てたことにより、特目基金全体で現在高が令和２年度末より増加（＋2.5億）

□ 令和４年度編成においては、以下の事由により現在高が減少（△5.4億）

－ 活力創造基金より上記の令和３年度積立てを経済対策に全額活用するほか、
合併振興基金をまちづくり関連事業に充当

－ ボートレース未来基金はボートレース収益を活用して14億円を積み立て、
同額を取り崩して各種事業に充当

特目基金

（単位：千円）

当初分
（骨＋肉）

補正分
当初分

（骨＋肉）
補正分

（１）財政調整基金 5,943,904 209,282 1,123,800 1,055,950 155,100 6,065,936 1,068,541 1,500,000 5,634,477

（２）減債基金 5,935 0 1,245,111 0 0 1,251,046 0 0 1,251,046

（３）特定目的基金 6,141,546 185,940 458,037 404,575 △ 12,300 6,393,248 1,585,940 2,126,118 5,853,070

① 活力創造基金 647,473 0 456,137 14,300 △ 12,300 1,101,610 0 452,787 648,823

② こども未来基金

　　→ ボートレース未来基金
1,233,525 0 600 105,000 0 1,129,125 1,400,000 1,400,000 1,129,125

③ 合併振興基金 1,519,000 0 0 186,700 0 1,332,300 0 210,000 1,122,300

④ 公共施設整備基金 1,363,973 0 700 0 0 1,364,673 0 0 1,364,673

⑤ 地域福祉基金 20,812 0 600 0 0 21,412 0 0 21,412

⑥ふるさとしものせき応援基金 190,540 180,000 0 71,550 0 298,990 180,000 35,000 443,990

⑦中央霊園管理基金 1,166,223 5,940 0 27,025 0 1,145,138 5,940 28,331 1,122,747

12,091,385 395,222 2,826,948 1,460,525 142,800 13,710,230 2,654,481 3,626,118 12,738,593

R４末
現在高
見込み

R3末
現在高

取崩し積立て

合　計

R4当初予算編成R3中の動向

取崩し積立て区　分
R2末
現在高
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《近年の財政調整基金の推移 及び 将来目標》

□ 令和４年度は減少傾向に戻る編成となり、 『財政健全化プロジェクトⅢ期計画』の
目標達成（令和６年度末に現在高70億円）には一層の改革努力が必要

財調基金

□ 令和３年度は微増（＋2.5億）、令和４年度は減少（△5.4億）となり、
急激な右肩下がりの傾向からは脱却

□ ボートレース未来基金を除く大部分の基金は新規の積立て財源を確保できておらず、
特殊要因を除いては増加が見込めない状況

特目基金

（単位：億円）

区　分 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R６末

積立て 12.1 11.9 11.4 14.2 8.7 15.1 13.6 13.4 10.7

取崩し 12.0 12.0 25.0 18.0 25.0 22.0 16.0 12.1 15.0

現在高 102.5 102.4 88.8 85.0 68.7 61.8 59.4 60.7 56.4 70.0

健プロ

Ⅲ期計画

目標値
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□ 前年度当初予算との比較では新規発行額が増大（＋5.2億、＋1.1％）

□ とりわけ、「リサイクルプラザ基幹的設備改良事業」や「海響館改修事業」など、
主要な建設・投資事業の本格化が発行額の増に影響

□ 過去に発行した既往債の償還額は、これまでの年度における投資事業の抑制の効果
などにより引き続き漸減傾向（△7.3億）

⇒ 当初予算ベースで比較した通常債プライマリーバランスは、
前年度より悪化（黒字幅の縮小）するものの、引き続き黒字基調を継続

通常債

□ 国のR4地方財政計画における方針を踏まえ、臨時財政対策債について大幅減で計上

特別債

（２）市債残高の状況 及び 中長期の推移
（単位：千円）

通常債 特別債 合計 通常債 特別債 合計

前年度末残高 72,769,180 50,907,868 123,677,048 70,037,007 50,738,429 120,775,436

当初分 4,614,300 6,304,362 10,918,662 5,142,700 1,674,104 6,816,804

（うち主要投資） 1,145,100 － 1,145,100 2,072,100 － 2,072,100

補正分 1,335,300 △ 1,767,494 △ 432,194 － － －

合　計　　  【Ａ】 5,949,600 4,536,868 10,486,468 5,142,700 1,674,104 6,816,804

償還額　　　　  【Ｂ】 8,681,773 4,706,307 13,388,080 7,949,873 4,714,805 12,664,678

当年度末残高 70,037,007 50,738,429 120,775,436 67,229,834 47,697,728 114,927,562

2,732,173 2,807,173
通常債プライマリーバランス

【Ｂ－Ａ】

借

入

れ

額

年

度

中

動

静

Ｒ３年度 Ｒ４年度

区　分
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３ 基金・市債の状況

《合併後の市債残高の推移 及び 将来目標》 （単位：億円）

区　分 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

通常債 875.9 868.7 836.0 819.8 851.7 821.4 812.3 791.0 854.4

特別債 282.4 297.9 307.2 313.2 328.8 367.2 392.9 418.4 445.4

合　計 1,158.3 1,166.6 1,143.2 1,133.0 1,180.5 1,188.6 1,205.2 1,209.4 1,299.8

（単位：億円）

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R６末

846.0 869.2 840.1 832.3 798.3 771.2 727.7 700.4 672.3 730以下

465.5 487.0 497.0 505.3 510.3 505.3 509.1 507.4 477.0

1,311.5 1,356.2 1,337.1 1,337.6 1,308.6 1,276.5 1,236.8 1,207.8 1,149.3

健プロ

Ⅲ期計画

目標値
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視点１ 未来へと躍進する街

（１）未来を担う子どもの育成支援

「希望の街・下関 改革への挑戦」という一貫した基本理念のもと、
実りある未来を切り拓くために、各種の社会的課題に対応する

施策を幅広く推進します。

② 豊浦こども園整備事業 〈幼児保育課〉 165,600千円

《整備内容》　R４　給食室、駐車場の整備、保育室の間仕切り改修

　長府地区の豊浦幼稚園と長府第一保育園を統合し、令和５年度から幼保連携型認定こども園として開園する

ため豊浦幼稚園の整備を行う。

新 ① 待機児童対策（保育士確保）促進事業 〈幼児保育課〉 12,000千円

　待機児童が多く発生している重点地区に所在し、３歳未満児を受け入れている私立保育所・認定こども園に対

し、一定の要件に基づき、保育士の新規雇用に要する経費の一部を助成する。

　《助成額》　１人当たり600千円を上限

③ 私立保育所等施設整備費補助 〈幼児保育課〉 252,607千円

　待機児童対策として、社会福祉法人が設置する保育所等の整備に対し、国の補助を活用して助成する。

　《対象法人》　社会福祉法人　みそら保育園　新園舎設計、新園舎整備・移転、旧園舎解体
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視点１ 未来へと躍進する街

（２）未来を拓く教育の充実

④ ＧＩＧＡスクール運営支援センター整備事業 〈教育研修課〉 19,545千円

　各校のICT環境を教育に最適な状態に保ち、運営上の課題に迅速に対応するために、ヘルプデスク機能や技術

員派遣等のサポート体制の充実を図る。

拡 ⑤ 学校司書増員 〈教育研修課〉 56,318千円

　児童・生徒の読書の習慣化、読む力の育成、学力の向上を図るため、学校司書を増員する。

　Ｒ３　１０人　→　Ｒ４　２０人　１０人の増員

新 ⑥ 蓋井地区中学校開校 〈教育政策課〉 64,965千円

〈学校支援課〉

　蓋井島での継続的な学びの場を保証する教育的観点から、島内

に中学校を開校する。　Ｒ５.４開校予定

　《整備内容》　校舎改修工事（教室等改修）

　　　　　　　教職員住宅の設置（リース）

　教職員住宅リース

　「債務負担行為］　（Ｒ５～Ｒ１５）　１４２,８００千円

⑦ 学校トイレ快適化事業 〈学校支援課〉 125,000千円

　学校トイレの老朽化により、トイレを我慢することによる体調不良

などが問題となっていることから、児童・生徒の教育環境改善のため

にトイレの大規模改修を進める。

　《整備内容》　Ｒ４　小学校１校・中学校１校

　　　　　　　トイレの洋式化・乾式化等

  【令和３年度３月補正予算　小学校２校・中学校２校　３８５,０００千円】

新 ⑧ 下関市立大学総合大学化推進業務 〈総務課〉 222,190千円

　市立大学の総合大学化に向けて新学部である「データサイエンス学部(仮称）」及び「看護学部(仮称）」の設置

を推進する。

《整備内容》

データサイエンス学部　Ｒ４　設計、地質調査

　［債務負担行為］（Ｒ５）　７５９,０００千円　令和６年４月　開設予定

看護学部　Ｒ４　敷地測量、設計、地質調査　令和７年４月　開設予定
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視点１ 未来へと躍進する街

（３）未来に輝く都市への挑戦

（４）都市基盤の再編

⑨ スマートシティ推進事業 〈企画課〉 24,800千円

　「スマートシティ基本設計」に基づき、産学官で構成する協議会を中心に、デジタル技術を活用し、市民に高質な

サービスを提供することで、市民生活の質の向上を図る。

《事業内容》

①都市OSの活用による各種サービスの開発及び連携

②スマートシステム推進に係る企画立案・実施

③キャッシュレス決済導入実証

新 ⑩ 地域再エネ導入目標策定事業 〈環境政策課〉 8,000千円

　2050年脱炭素社会の実現を見据え、どの再生エネルギーをどのくらい、どのように導入し、有効活用するか、地域

全体において合意された目標を策定する。

新 ⑪ 竹崎町四丁目地区優良建築物等整備事業 〈市街地開発課〉 48,200千円

《民間事業者の計画概要》

　事 業 費：約35.3億円 　整備内容：延床面積 約13,100㎡

　主な用途：分譲マンション、店舗、駐車場等　住宅戸数：115戸

　民間事業者による優良建築物等整備事業に対し、建設費用の一部を助成することで、

都市機能と居住機能のバランスの取れた都市拠点を形成し、駅周辺におけるにぎわいの

創出を図る。

イメージパース
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視点１ 未来へと躍進する街

（４）都市基盤の再編

⑫ 日和山公園周辺地区市街地整備事業 〈市街地開発課〉 39,428千円

　令和３年度に策定した「まちづくりの基本構想」に基づき、

調査、検討を進めた地区内公共施設（区画道路）の計画

を実現するため、事業化に向けた調査・詳細設計を行い、地

区住民と事業の合意形成を図る。

　《整備内容》　R４ 詳細設計

日和山公園周辺地区 まちづくり構想図

道路詳細設計 L=0.43km

⑬ 白雲台団地公営住宅等整備事業 〈住宅政策課〉 696,580千円

　白雲台団地における公営住宅Ｒ１棟からＲ３棟まで（１期）と、Ｒ４棟からＲ６棟及びＲ９棟（２期）に

ついて、ＰＦＩ手法による建替事業を行い、団地の再生を図る。

《整備内容》

１期　Ｒ４　建設工事、入居者本移転　　６８７，７００千円

　［債務負担行為］（Ｒ２～Ｒ５）１,７２２,３００千円

２期　Ｒ４　アドバイザリー業務委託、事業者の選定、特定事業契約

　　　締結（議決後）　　　　　　　　　　  ８，８８０千円

　［債務負担行為］（Ｒ５～Ｒ８）１,５３４,３７２千円

白雲台団地建替事業（２期）

１期実施中

拡 ⑭ 下関駅周辺地区市営住宅等団地再生業務 〈住宅政策課〉 34,570千円

　下関駅周辺地区に位置する市営住宅等の集約建替えを行い、団地の再生を図る。竹崎改良住宅２号棟から

４号棟について、集約建替えに向けた業務を行う。

《整備内容》　建替（整備）棟数及び戸数　１４棟６９１戸→２棟約３６０戸

　Ｒ４　敷地測量、ＰＦＩ導入可能性調査、移転支援業務
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視点１ 未来へと躍進する街

（５）定住・移住支援強化と人口減少社会への挑戦

拡 ⑯ 地域おこし協力隊業務 〈企画課〉 24,530千円

　中山間地域の活性化を図るための地域おこし協力隊の充実を図る。

　地域おこし協力隊員　Ｒ３　４人　→　Ｒ４　６人　２人増

⑮ デュアルライフプロジェクト 〈企画課〉 25,800千円

　「デュアルライフ」に対応した受入環境の整備の一環として、リニューアルした移住相談窓口を中心に、住まい・仕事

等の相談機能等の充実化を図るとともに、デジタル人材の育成や発掘確保に取り組み、定住・移住支援を強化す

る。

《事業内容》

①移住定住ＰＲ　移住者のフォロー、遠距離相談対応、移住体験等移住者コミュニ

　ケーションツールの強化

②デジタル人材育成　各大学の特色や強みを最大限に活かした大学提案型モデル実

　証委託

③デジタル人材発掘・起業　地域おこし協力隊制度を活用して首都圏等から有能なＩＴ人

材を確保し、本市での起業を促す
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視点２ 力強く躍動する街

（６）地域経済活力アップ

⑳ 新港地区ふ頭用地整備事業 〈施設課〉 561,000千円

　新港地区（長州出島）の荷役の効率化の確保と、クルーズ旅客の利便性の確保の両立を図るため、官民連

携による国際クルーズ拠点港の運用開始に向けて、ふ頭用地の整備を行う。

《整備内容》　Ｒ４　地盤改良工、舗装工、照明設備整備

　［継続費］（Ｒ１～Ｒ４）２,５００,０００千円

拡 ⑰ 商店街等空き物件活用促進事業 〈産業振興課〉 25,500千円

　空き店舗等で事業を行おうとする事業者に対し、店舗賃料や店舗改装費等の一部を補助することにより、空き店

舗解消と円滑な事業展開を支援する。

《家賃補助》　補助限度額　１００千円→２００千円

《店舗改装費用補助》　補助率　１／６→３／４

　　　　　　　　　　補助限度額　１００千円→１,５００千円

新 ⑱ ニューノーマル対応新ビジネス応援補助金 〈産業振興課〉 50,000千円

　コロナ禍をビジネスチャンスとしてチャレンジングな事業者や団体が取り組む“ニューノーマル”に対応した新たなビジネス

モデルで、かつ地域の特性を活用した下関の活性化につながる事業に対し、経費の一部を助成する。

《補助対象》　市内の中小企業･中堅企業、商店街振興組合等の商業団体など

《補助額》　　費用の２／３（上限１０，０００千円）

《対象経費》　施設整備費、機械装置費及び備品費等の初期投資費用など

新 ⑲ プレミアム付商品券発行支援事業 〈産業振興課〉 720,000千円

　消費喚起による事業者支援及び地域経済の活性化対策として、商工団体が実施するプレミアム付商品券発行

事業に係る経費を助成する。

《事業内容》

発行額　　26億円（商品券20万セット 20億円＋プレミアム分6億円）

発行内容　1セット（1,000円×13枚＝13,000円分）を10,000円で販売
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視点２ 力強く躍動する街

（７）働く意欲と就業機会の確保

（８）賑わうまちづくり

㉒ ふるさと起業家支援補助金 〈産業振興課〉 20,000千円

　地域資源を活用して地域課題の解決に資する事業を本市で立ち上げる起業家に対し、クラウドファンディング型ふ

るさと納税を財源として補助を行う。

㉑ 創業トータルサポート業務 〈産業振興課〉 11,000千円

　創業支援拠点施設（創業支援カフェKARASTA.）を核として、潜在的な創業希望者の発掘及び顕在的な創

業希望者の育成を図るとともに、創業希望者等と空き店舗のマッチングを行い、創業から開店までの一貫した支援

を継続的に行う。また、女性の潜在的創業希望者を対象としたセミナー等を開催する。

新 ㉓ あるかぽーと地区マスタープラン策定業務 〈エリアビジョン推進室〉 51,000千円

　あるかぽーと周辺エリアの資源を活かした持続可能なにぎわいづくりと周辺

地区への相乗効果の形成を図るため、当該エリアのマスタープランを策定する。

《事業内容》

　　　・マスタープラン策定（現状分析、コンセプト立案、デザイン計画等）

　　　・先進地視察

㉔ 下関港ウォーターフロント開発推進事業 〈経営課〉 39,000千円

　あるかぽーとエリア及び岬之町エリアを中心とした関門海峡沿いのウォーターフ

ロントエリアを開発整備する。

《事業内容》

①A地区に新たな交流拠点施設を誘致するため、サウンディング型市場調査

　の結果に基づき、民間事業者の公募・選定評価を行う。

②D地区では、にぎわい創出に資する用地確保のための基盤整備を行う。

③エリアの回遊性の向上を図るため、新たな交通システム導入に係る調査検

　討を行う。
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視点２ 力強く躍動する街

（８）賑わうまちづくり

㉕ 火の山地区観光施設再編整備事業 〈観光施設課〉 112,500千円

《整備内容》　Ｒ４ 展望デッキデザインコンペ、アスベスト調査業務、費用対効果分析業務、

　　　　　　　　 基本計画策定業務、測量業務、立体駐車場改修工事

　火の山地区観光施設再編整備基本構想に基づき、市民や観光客が年間を通して訪れる、魅力ある観光拠点

として整備を行う。

㉖ 海響館改修事業 〈観光施設課〉 100,300千円

　施設の長寿命化を目的とした設備更新等に加え、新たな魅力づくりを図るため、アシカの展示施設の増設を行

う。

《事業内容》　Ｒ４　改修実施設計及びアシカ展示施設の基本実施設計

新 ㉗ ふれあい健康ランド温浴施設改修 〈観光施設課〉 92,000千円

　高温水管に不具合が続いたため、現在、休止している温浴施設の代替設備として、電気温水器を設置すること

により、浴場の早期再開を目指す。

新 ㉘ 新たな捕鯨母船建造支援事業 〈水産振興課〉 100,000千円

《対象経費》　捕鯨母船建造費

《補助率等》　建造に係る契約額の５％以内（限度額３億円）

　母船式捕鯨業者が、市内の造船会社で予定している新たな捕鯨母船

の建造について、経費の一部を助成する。

捕鯨母船イメージ



４ 重点施策関連事業

26

視点２ 力強く躍動する街

（９）自然を活かした農林水産業の振興

新 ㉙ ポストコロナに対応した農業経営実践加速化事業 〈農業振興課〉 25,000千円

　農業者の負担軽減及び効率的な農業生産活動が可能となるスマート農機の導入に要する経費の一部を助成

し、ポストコロナ時代に対応した農業経営の実践を促進する。

《対象》　市内に住所を有する農業者

　　　（土地利用型作物用機械は、経営面積4ha以上の者）

《補助率》　1/3（上限2,500千円/経営体）

農業用ドローン

新 ㉛ 下関漁港南風泊地区高度衛生管理整備事業 〈市場流通課〉 315,000千円

　Ｒ４　建築主体工事

［継続費］（Ｒ４～Ｒ６）　３,８７０,０００千円

　下関漁港南風泊地区に高度衛生管理型荷さばき所（卸売市場）を整備

する。

新 ㉚ 遊休農地等再生対策モデル事業 〈農業振興課〉 10,000千円

　遊休農地等の解消を図るため、新たに遊休農地等を借り受け、産地の育成に取り組む農業者等に対し、機械・

施設等の導入に要する経費の一部を助成する。

《対象》　市内の遊休農地等を新たに1ha以上かつ５年間以上の貸借契約を締結

　　　　し、耕作を開始する農業者等

《対象経費》　(1)農業用機械・施設等　(2) 有害鳥獣被害防止柵等

《補助率等》　(1)補助率 1/2、補助上限5,000千円

　　　　    　(2)補助基準額 1,000円/ｍ（国基準額の1/2程度）

新 ㉜ 市民の憩いの場「深坂自然の森」再整備事業 〈農林水産整備課〉 22,000千円

　深坂自然の森施設において、「新しい生活様式」にも対応した施設の再整備を行う。

《整備内容》

・大型テントサイトの整備　車両乗り入れが可能な大型テントサイトの新設（3区画）及び

　　　　　　　　　　   既存テントサイトの大型化（5区画）

・既存駐車場の拡張（10台分）
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視点２ 力強く躍動する街

（１０）豊かな自然、調和のとれたまちづくり

㉞ 豊田湖畔公園 野遊び空間整備事業 〈観光施設課〉 13,200千円

　Ｒ４　材料の加工、本体製作、施設設置、竣工

［継続費］（Ｒ３～Ｒ４）　２８,０００千円

　アウトドア・マイクロツーリズムの高まり等に対応するため、公園利用者からの

要望が多い遊具の更新による野遊びの空間の整備を行う。

　また、施設の材料には、豊田地域内の間伐材を使用することで、林業の活

性化及び啓発に繋がる施設とする。

新 ㊱ リフレッシュパーク豊浦リニューアル事業 〈公園緑地課〉 30,000千円

　新型コロナウイルスに対応した、安全・安心で快適な公園としてリニューアルを行う。また、オートキャンプ・グランピング

事業を推進するため、インフラ施設を整備する。

《整備内容》

　ドラゴンスライダー（遊具）及び園路等の補修、樹木のせん定・伐採、

　グランピング事業用インフラ（電気、水道）整備

㊲ 道の駅北浦街道豊北機能向上改修事業 〈観光施設課〉 50,000千円

　豊北地区の地域振興と観光交流の拠点である「道の駅北浦街道豊北」の利用者の利便性向上と快適な空間

を提供するため、合併浄化槽の再整備等を行う。

　Ｒ４　合併浄化槽新設・既設浄化槽撤去工事

［継続費］（Ｒ３～Ｒ４）　１２３,０００千円

㉝ 菊川町地域再生計画策定業務 〈菊川総合支所〉 105千円

　菊川地域において住民を委員とする会議を開催し、「田園都市型まちづくり」を目指した地域再生計画の策定に

向けた取組を行う。

㉟ 豊浦地域［川棚温泉エリア］再生計画策定プロジェクト 〈豊浦総合支所〉 300千円

　豊浦地域の［川棚温泉エリア］を拠点に活動する住民を委員とする会議を開催し、地域再生計画の策定に向

けた取組を行う。
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視点３ 安全・安心の街

（１１）弱者目線の保健・医療・福祉の充実

㊴ 新型コロナウイルス感染症宿泊療養事業 〈保健医療政策課〉 1,436,000千円

　新型コロナウイルス感染症の軽症者又は無症状の患者の療養を目的に宿泊療養施設を設置し、管理・運営を

行うとともに、感染症患者の宿泊療養施設等への移送業務や自宅療養対応を行う。

㊵ 新型コロナウイルスワクチン予防接種業務 〈健康推進課〉 1,480,000千円

　新型コロナウイルスワクチン予防接種の１・２回目の接種が完了していない方への接種機会の確保を継続すると

ともに、２回目接種を完了した方すべてに対し、３回目接種の機会の提供を図る。

新 ㊳ 社会福祉センター整備事業 〈福祉政策課〉 35,200千円

　下関市社会福祉協議会が老朽化した社会福祉センターの建替を実施するに当たり、建替費用を助成する。

《対象経費》　Ｒ４　地盤調査、実施設計業務（構造計算）

《スケジュール（予定）》

　　令和４年～５年　敷地測量、地盤調査、実施設計業務

　　令和５年～６年　建設工事、外構工事（外構構造物、舗装）

　　令和７年２月　　供用開始

新 ㊶ 新卒介護職員就労定着支援金 〈介護保険課〉 3,000千円

　安定した介護サービスの提供を図るため、新規就労者の確保と就労定着を目的に、市内の介護サービス事業所

に介護職として就職する新卒者に対し、就労定着支援金を支給する。

《助成額》　１人当たり　１００千円

《スケジュール》

　令和4年6月～　　養成学校、高校、大学、介護事業者等へ周知

　令和5年1月～2月 申請受付（対象：令和5年度就職内定者）

　令和5年3月　　　交付決定
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視点３ 安全・安心の街

（１２）安全・安心優先 生活環境の確保

（１３）市民活動による地域コミュニティの構築

㊸ 基幹的設備改良事業（リサイクルプラザ、奥山工場１８０ｔ炉） 〈環境施設課〉 906,235千円

　老朽化が進む既存の一般廃棄物処理施設を有効活用し、施設機能の性能水準を保つ効果的な基幹的設備

の更新整備を行うことで施設の長寿命化を図る。

《事業内容》

　リサイクルプラザ

　［継続費］（Ｒ３～Ｒ５）　２,６４５,０００千円

　　工事概要

　　　受入供給設備、破砕設備、選別設備、搬送設備、再生設備、搬出設備、集じん設

　　　備、電気・計装設備、建築工事　各一式

　奥山工場１８０ｔ炉

　　Ｒ４　基幹的設備改良事業を発注するための仕様書の作成

新 ㊷ 高潮ハザードマップ作成業務 〈防災危機管理課〉 23,000千円

　平成２７年の水防法改正に伴い、令和４年度に瀬戸内海側沿岸（王喜～吉母）を対象に、山口県が新た

に指定する高潮浸水想定区域を反映した高潮ハザードマップを作成する。

ｊｉ㊹ 新総合体育館整備事業 〈公園緑地課〉 8,858千円

　本市スポーツ振興の中心的拠点となり、イベント等も開催できる総合体育館の整備をＰＦＩ手法により行い、ス

ポーツ活動の推進及び環境の整備・充実を図る。

【令和３年度３月補正予算　１,４０１,９００千円】　設計・建設業務

　　［債務負担行為］（Ｒ３～Ｒ２０）　９,３３０,０００千円

　　Ｒ６.８月供用開始予定

　　Ｒ４　ＰＦＩモニタリング

　　［債務負担行為］（Ｒ４～Ｒ６）　２３,０００千円
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視点３ 安全・安心の街

（１３）市民活動による地域コミュニティの構築

視点４ 改革に挑む街

（１４）行財政改革の断行で持続可能な街の実現

新 ㊻ 建築職員スキルアップ事業 〈公共建築課〉 600千円

　建築士の確保及び公共工事の適正化を図るため、本市建築職員が資格取得（建築士）に向けた取組に係る

費用の一部を助成する。

《助成額》

　資格試験予備校の学費、受験料及び登録費用の合計の1/2（上限額600千円）

新 ｊｉ㊼ 未利用財産利活用需要調査 〈管財課〉 2,000千円

　未利用財産となっている建物付き土地について、現況調査や多種の民間事業者へのアンケート調査を実施し、

需要評価の報告及び最適な利活用手法の提案を受ける。

基礎調査
【対象物件】 【需要評価】 【利活用提案書】

事業者へヒアリング
アンケート調査 用途・価格等検討

提
案
書

調査結果報告書

ｊｉ㊺ 安岡地区複合施設整備事業 〈市街地開発課〉 債務負担行為の設定

　安岡地区に図書館、コミュニティ施設、支所等が一体となった複合施設の整備に向け、ＰＦＩ事業者と契約

し、事業に着手する。

《事業内容》

　 Ｒ４　契約締結　［債務負担行為］（Ｒ４～Ｒ２１）　３,１００,０００千円
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各種社会的課題に対応していくための４つの視点に即して、
「希望の街・下関」の実現を目指し幅広い施策を展開します。

また、新たな課題に対して迅速な対応を執るため、
年数を基準に実施内容の不断の見直しを行っています。

（単位：千円）（以下同じ）

国県 地方債 その他 一財

1 デジタル人材確保推進事業 2年目 7,800 7,800

2 “出会いの場”婚活サポート事業 5年目 2,500 2,500

3 地方創生移住支援事業 4年目 4,200 3,213 987

4 子どもの居場所支援事業 1年目 2,200 1,100 1,100

5 私立保育所等新卒保育士就労支援金 2年目 5,000 5,000 0

6 待機児童対策（保育士確保）促進事業 1年目 12,000 12,000

7 新型コロナウイルス感染症対策事業（保育所等） 1年目 33,900 33,900 0

8 子育て支援訪問強化事業 2年目 1,000 500 500

9 地域再エネ導入目標策定事業 環境 1年目 8,000 6,000 2,000

10 歩きたくなる道路空間検討業務 1年目 10,000 10,000

11 移住者向け住宅購入支援事業 3年目 20,000 9,000 11,000

12 まちなか再生宅地開発補助金 3年目 2,000 2,000

13 バス利用環境整備促進事業費補助金 1年目 28,200 28,000 200

14 特別支援教育支援員配置事業 3年目 27,471 8,000 19,471

15 GIGAスクール運営支援センター整備事業 2年目 19,545 19,545 0

16 授業支援ソフト活用 1年目 19,426 19,426 0

17 GIGAスクール構想推進事業 3年目 45,505 45,505 0

18 社会教育施設Wi-Fi環境整備事業 1年目 12,500 12,500 0

19 しものせき夢冒険チャレンジキャンプ開催業務 4年目 1,000 1,000

１　小計 262,247 150,689 0 41,000 70,558

事業費

総合政策

こども未来

年数部局No. 事業名

建設

都市整備

教育
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２ 力強く躍動する街

３ 安全・安心の街

国県 地方債 その他 一財

20 リノベーションまちづくり拠点活動支援事業 2年目 3,000 3,000 0

21 あるかぽーと地区マスタープラン策定業務 1年目 51,000 51,000

22 商店街等空き物件活用促進事業 1年目 25,500 25,500 0

23 ふるさと起業家支援補助金 5年目 20,000 20,000 0

24 フードイベント開催事業費負担金 4年目 8,000 3,000 1,000 4,000

25 奨学金返還支援事業 4年目 9,900 9,000 900

26 ポストコロナに対応した農業経営実践加速化事業 1年目 25,000 25,000 0

27 地域農業活性化推進モデル事業 1年目 5,000 5,000

28 遊休農地等再生対策モデル事業 1年目 10,000 10,000

29 農林水産事業者の新たな販路開拓支援事業 2年目 15,500 15,500 0

30 有害鳥獣捕獲強化対策業務 3年目 1,800 1,800

31 林業担い手研修業務 2年目 1,000 1,000

32 森林整備促進事業 2年目 1,000 1,000

33 産学官技術開発等連携促進事業 3年目 1,100 1,100

34 漁業担い手移住定住促進事業 1年目 2,100 2,100

35 くじらの街下関推進事業 4年目 12,000 12,000

36 新たな捕鯨母船建造支援事業 1年目 100,000 100,000 0

37 「しものせ木」木材利用促進事業 1年目 4,000 4,000

38 市民の憩いの場「深坂自然の森」再整備事業 1年目 22,000 22,000 0

39 豊田湖畔公園野遊び空間整備事業 2年目 13,200 13,200 0

40 トップスポーツアカデミー事業 1年目 1,000 1,000

41 プロ野球招致事業 4年目 5,000 5,000

42 港湾特別会計繰出金（ウォーターフロント開発推進業務） 5年目 25,350 25,350

43 港湾特別会計繰出金（クルーズ客船受入環境構築事業） 5年目 12,750 12,750

２　小計 375,200 107,200 0 130,000 138,000

No. 事業名 部局

総合政策

年数

農林水産

振興

港湾

産業振興

観光ｽﾎﾟｰﾂ

文化

事業費

44 防犯カメラ設置事業費補助金 市民 3年目 1,500 1,500

45 成年後見制度利用促進事業 福祉 3年目 8,808 1,350 7,458

46 生活道路の抜け道対策事業 1年目 6,000 6,000

47 住宅浸水対策助成金 2年目 3,000 3,000

３　小計 19,308 1,350 0 0 17,958

建設



５ 希望の街シフトアップ事業
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４ 改革に挑む街

「国県補助」のうち
地方創生臨時交付金（地方単独分） 185,851千円

「その他特定財源」のうち
ボートレース未来基金からの繰入金 150,000千円

国県 地方債 その他 一財

48 しもまちアプリ情報発信事業 市民 3年目 6,200 4,220 1,080 900

49 建築職員スキルアップ事業 建設 1年目 600 600

４　小計 6,800 4,220 0 1,080 1,500

No. 事業名 年数 事業費部局

20事業 378,426 145,426 0 128,000 105,000

10事業 70,045 51,745 0 5,000 13,300

9事業 114,384 60,075 0 9,080 45,229

6事業 40,100 6,213 0 10,000 23,887

4事業 60,600 0 0 20,000 40,600

49事業 663,555 263,459 0 172,080 228,016（１）～（４）　総計

２年目事業　合計

３年目事業　合計

１年目事業　合計

４年目事業　合計

５年目事業　合計



６ 新型コロナウイルス感染症対策関連事業
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市民の命と健康、安全・安心を守るための
新型コロナウイルス感染症への対策について、

「感染防止」「事業・生活支援」「社会経済活動の再開」の
３つの区分を柱に、引き続き各種施策を展開していきます。

（単位：千円）

臨時①
（単独）

臨時②
（補助）

その他
特財

一財

1 総務 新型コロナウイルス感染症対応体制強化事業 22,400 22,400 0

2 新型コロナウイルス感染症対策事業（放課後児童クラブ等） 3,700 1,238 2,462 0

3 新型コロナウイルス感染症対策事業（公立幼稚園） 600 300 300 0

4 新型コロナウイルス感染症対策事業（保育所等） 33,900 16,950 16,950 0

5 新型コロナウイルス感染症対策（職員手当等） 1,500 1,500

6 新型コロナウイルス感染症対策（保健所業務） 420,000 33,521 232,000 154,479

7 新型コロナウイルス感染症宿泊療養事業 1,436,000 1,436,000 0

8 夜間急病診療所新型コロナ診療・行政検査業務 19,000 19,000 0

9 発熱外来（地域外来・検査センター）業務 57,296 45,987 11,309

10 新型コロナウイルス感染症検査事業 20,000 10,000 10,000

11 小児慢性特定疾病児童支援タブレット導入 342 171 171

12 新型コロナウイルス流行下における妊産婦総合対策事業 8,250 4,125 4,125 0

13 新型コロナウイルスワクチン予防接種事業 1,480,000 1,480,000 0

区分１　小計 3,502,988 55,921 22,613 3,246,995 177,459

14 福祉 生活困窮者自立支援金支給事業 28,204 28,204 0

15 中小企業体質強化特別融資等保証料補給 44,000 44,000 0

16 プレミアム付商品券発行支援事業 720,000 302,213 417,787 0

17 ポストコロナに対応した農業経営実践加速化事業 25,000 25,000 0

18 新規就農者確保加速化事業 5,550 5,550 0

19 農林水産事業者の新たな販路開拓支援事業 15,500 15,500 0

区分２　小計 838,254 392,263 0 445,991 0

20 高度無線環境整備推進事業 54,400 15,200 39,200 0

21 リノベーションまちづくり拠点活動支援事業 3,000 3,000 0

22 市民 しもまちアプリ情報発信事業 6,200 4,220 1,080 900

23 商店街等空き物件活用促進事業 25,500 25,500 0

24 中小企業経営革新事業費補助金 100,000 100,000 0

25 ニューノーマル対応新ビジネス応援補助金 50,000 50,000 0

26 先端設備等導入支援事業費補助金 20,000 20,000 0

27 農林水産振興 市民の憩いの場「深坂自然の森」再整備事業 22,000 22,000 0

財源

区分１

感染防止策の

徹底に向けた対応

こども未来

保健

使途区分 No. 部局 事業名 事業費

区分２

事業や生活の

支援に向けた対応

総合政策

区分３

社会経済活動の

再開に向けた対応

産業振興

農林水産振興

産業振興



６ 新型コロナウイルス感染症対策関連事業
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《地方創生臨時交付金（地方単独分）の状況》

（単位：千円）

区　分 金　額

本市に対する交付限度額

（国・令和３年度 第２次補正予算分）　【Ａ】
1,331,395

令和４年度当初予算計上額　　　　　   【Ｂ】 897,785

留保額　　　　　　　　　　　　   【Ａ－Ｂ】 433,610 →　年度途中の感染拡大への対応や

　　事業者支援のための活用を検討

（単位：千円）

臨時①
（単独）

臨時②
（補助）

その他
特財

一財

28 大河ドラマ関連イベント事業 6,800 6,800 0

29 ミステリーツアー事業 20,000 20,000 0

30 ワーケーション推進事業 2,500 1,250 1,250

31 豊田湖畔公園野遊び空間整備事業 13,200 13,200 0

32 スポーツ＆マルシェイベント事業 2,000 2,000 0

33 スポーツ合宿誘致による地域活性化事業 2,400 2,400 0

34 山口宇部空港二次交通対策支援事業 14,600 14,600 0

35 みんなの公園魅力向上事業 68,000 68,000 0

36 リフレッシュパーク豊浦リニューアル事業 30,000 3,000 27,000 0

37 豊田総合支所 とよた遊空間事業 2,250 2,250 0

38 GIGAスクール構想推進事業 45,505 45,505 0

39 GIGAスクール運営支援センター整備事業 19,545 9,773 9,772 0

40 授業支援ソフト活用 19,426 19,426 0

41 社会教育施設Wi-Fi環境整備事業 12,500 12,500 0

区分３　小計 539,826 449,601 9,773 78,302 2,150

区分１～３　合計 4,881,068 897,785 32,386 3,771,288 179,609

都市整備

区分３

社会経済活動の

再開に向けた対応

使途区分 No. 部局 事業名 事業費
財源

教育

観光ｽﾎﾟｰﾂ文化





７ 第２次下関市総合計画 まちづくりの将来像

８ 各部局別 施策の概要

第３章

総合計画に沿った
各種施策の展開
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７ 第２次下関市総合計画 まちづくりの将来像
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第１節　文化・スポーツの振興

第２節　観光・レクリエーションの振興

第３節　みなとのにぎわいの創出

第４節　連携・交流の推進

第５節　国際化の推進

第６節　都市全体の価値・魅力向上

第１節　農林水産業の振興

第２節　商工業の振興

第３節　就業支援策の強化

第１節　子ども・子育て支援の充実

第２節　一人ひとりの生き抜く力の育成

第３節　学校の教育力の向上

第４節　社会全体の教育力の向上

第５節　生涯を通じた学ぶ機会の提供

第６節　人権教育・啓発活動の充実

第７節　男女共同参画の推進

　 第１節　自然環境の保全

第２節　良好な景観の形成

第３節　廃棄物処理の推進

第４節　住環境の整備

第３章　みんながともに学び、ともに楽しむ、

　　　　人を育てるまち

関係施策所管部局

○ 総務部　　　　　○ 市民部　　○ 福祉部
○ こども未来部　　○ 保健部　　○ 教育委員会

第４章　美しく潤いのある自然やまちなみと

　　　　人が共生するまち

関係施策所管部局

○ 環境部　　　　　○ 観光スポーツ文化部
○ 建設部　　　　　○ 都市整備部

第１章　魅力あふれる人・文化を育み、

　　　　いきいきと交流するまち

関係施策所管部局

○ 総合政策部　○ 観光スポーツ文化部　○ 建設部
○ 都市整備部　○ 港湾局　　○ 総合支所
○ 教育委員会　○ ボートレース企業局

第２章　多彩な人が輝き、

　　　　活力ある産業が振興するまち

関係施策所管部局

○ 産業振興部　　　　　　○ 農林水産振興部
○ 観光スポーツ文化部

第１節　市街地の整備

第２節　公共交通の整備

第３節　道路の整備

第４節　公園・緑地の整備

第５節　情報・通信環境の整備

第６節　港湾の振興

第１節　生活安全の推進

第２節　公衆衛生の充実

第３節　道路・橋梁等老朽化対策の推進

第４節　上水道の整備

第５節　下水道等の整備

第６節　河川・海岸環境の整備

第１節　保健・医療の充実

第２節　地域福祉の充実

第３節　高齢者福祉の充実

第４節　障害者福祉の充実

第５節　低所得者福祉の充実

第１節　地域のまちづくりの推進

第２節　市民活動支援の推進

第３節　行政機能の充実

第４節　行財政の健全化

○ 総合政策部　　○ 総務部　　○ 財政部
○ 市民部　　　　○ 建設部　　○ 都市整備部

第５章　効率的で活動しやすい

　　　　都市機能を備えるまち

関係施策所管部局

○ 総合政策部　　○ 産業振興部
○ 建設部　　　　○ 都市整備部　　　○ 港湾局

第６章　誰もが安全で安心して

　　　　暮らせるまち

関係施策所管部局

○ 総務部　○ 市民部　○ 保健部　○ 環境部
○ 農林水産振興部　　 ○ 建設部　○ 都市整備部
○ 港湾局　　○ 消防局　　○ 上下水道局

第７章　人と人とが支えあう

　　　　誰もが健やかで笑顔があふれるまち

関係施策所管部局

○ 総合政策部　　○ 福祉部　　○ 保健部

第８章　人のつながりを大切にし、

　　　　地域の力が活きるまち

関係施策所管部局



８ 各部局別 施策の概要
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市政の基本的な指針である『第２次総合計画』の柱立てに沿って、
本市の目指す都市像の実現のための各種施策を展開しています。
令和４年度は新規事業の数が前年度を上回る編成となりました。

（単位：事業）

区 分 新 規 事 業 拡 充 事 業 合 計

令和４年度 99 20 119

令和３年度 96 32 128

増　　減 3 △ 12 △ 9



８ 各部局別 施策の概要
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総合政策部 第１章 第５章 第７章 第８章 Ｐ41

総務部 第３章 第６章 第８章 Ｐ44

財政部 第８章 Ｐ45

市民部 第３章 第６章 第８章 Ｐ46

福祉部 第３章 第７章 Ｐ48

こども未来部 第３章 Ｐ53

保健部 第３章 第６章 第７章 Ｐ56

環境部 第４章 第６章 Ｐ60

産業振興部 第２章 第５章 Ｐ61

農林水産振興部 第２章 第６章 Ｐ65

観光スポーツ文化部 第１章 第２章 第４章 Ｐ70

建設部 第１章 第４章 第５章 第６章 第８章 Ｐ73

都市整備部 第１章 第４章 第５章 第６章 第８章 Ｐ77

港湾局 第１章 第５章 第６章 Ｐ80

総合支所 第１章 Ｐ83

教育委員会 第１章 第３章 Ｐ84

消防局 第６章 Ｐ88

上下水道局 第６章 Ｐ89

ボートレース企業局 第１章 Ｐ88



８ 各部局別 施策の概要
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総合政策部
第１章　魅力あふれる人・文化を育み、いきいきと交流するまち

第２節　観光・レクリエーションの振興

（１）にぎわい観光都市づくり 《エリアビジョン推進室》

新たな人通り創出モデル事業 15,000 15,000

リノベーションまちづくり拠点活動支援事業 3,000 4,500

新 あるかぽーと地区マスタープラン策定業務 51,000

第４節　連携・交流の推進

（３）人口定住の促進 《企画課》

移住定住ＰＲ事業（デュアルライフプロジェクト） 8,000 6,000

移住・定住・交流推進支援事業 2,000 2,000

定住奨励金、出産祝金の支給 2,500 2,800

"出会いの場"婚活サポート事業 2,500 2,500

ふるさと納税業務 319,875 319,875

ふるさとしものせき応援基金事業 180,000 180,000

拡 地域おこし協力隊業務 24,530 16,773

拡 地方創生移住支援事業 4,200 2,000

デジタル人材確保推進事業（デュアルライフプロジェクト） 17,800 15,850

民間団体等が実施する帰国定住願望のある海外在住日本人をターゲットに本市への移住促進を図

る取組に対し、支援する。

［対象地域］豊田、豊北、離島（蓋井島､六連島）地域

 定住奨励金　１０万円　　出産祝金　２０万円

官民連携により若い世代の独身男女に、出会い・交流・教育・相談の場を提供する。

寄附者にふるさとしものせき応援寄附金の使途を明示し、本市の課題や将来のまちづくりを見据えた

事業に活用していくため基金への積立を行う。

観光客等が「歩いて楽しめる」エリアを構築するため、公共空間の新しい使い方の提案や空き家・空き

店舗等を活用した新たな人通りを創出する下関モデルを開発する。

空き家等の集中的・連鎖的な活用、再生によるリノベーションまちづくりの推進を図るため、にぎわいを

創出するモデル拠点の整備に対し支援する。

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度

あるかぽーと地区を中心としたエリアにおいて、資源を活かした持続可能なにぎわいづくりと周辺地区へ

の相乗効果を形成するためマスタープランを策定する。

リニューアルした移住相談窓口を中心に、住まい・仕事等の相談に対応

（移住者のフォロー、移住体験等移住者コミュニケーションツールの強化）

令和４年度 令和３年度

地域おこし協力隊により中山間地域の活性化を図る。

隊員２名増員（４名⇒6名）

東京一極集中を是正し地方創生を推進するため、東京圏から本市へ移住し、県が選定した中小企

業等に就業した者に加え、新たに本市に居住し、テレワークを行う者等に対しても支援金を支給する。

「デュアルライフ」に対応した受入環境整備として、デジタル人材の育成や発掘確保に取組み、スマート

シティの実現を目指すとともに、持続可能な地域経済の活性化を図る。

①デジタル人材育成プロジェクト　②デジタル人材発掘・起業



８ 各部局別 施策の概要
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総合政策部

第５章　効率的で活動しやすい都市機能を備えるまち

第５節　情報・通信環境の整備

（１）地域情報化の推進 《情報政策課》

高度無線環境整備推進事業 54,400 124,000

過疎地域における光ファイバー等の整備について、総務省の補助事業を活用し、民間事業者が施設

整備を行う場合に事業費の一部を補助する。

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度

第５節　国際化の推進

（１）国際化に対応した人材育成等 《国際課》

青少年の海外派遣（小中学生（韓国又は中国、米国）） 4,701 4,793

（２）国際交流の促進 《国際課》

釜山広域市･青島市職員派遣 5,513 5,416

新 東アジア経済交流推進機構総会開催業務 8,000

国際交流員招致（青島市より交流員受入） 5,666 5,611

新 イスタンブール市姉妹都市締結５０周年記念事業 800

新 「やさしい日本語」普及事業 760

第６節　都市全体の価値・魅力向上

（１）シティプロモーションの推進 《広報戦略課》

シティプロモーションの推進 5,745 5,392

新 － せきまる郵便ポスト設置 (1,000)

令和３年度

市内外へ向けた戦略的な情報発信等の取組を実施し、都市のブランド化を図る。

郵便ポストに市メインキャラクター「せきまる」のオブジェを設置することにより、市内外にせきまるを広く発

信し、せきまるの知名度を高める。

日中韓１１都市で構成される東アジア経済交流推進機構の総会を開催する。

イスタンブール市との姉妹都市締結５０周年にあたり、記念行事として、下関市長とイスタンブール市

長のオンライン会談や記念パネル展を開催する。

庁内窓口での対応や行政文書において、やさしい日本語の普及に取り組み、外国人住民が利用し

すい環境を整備する。　「「やさしい日本語」用語集（仮称）」を作成し、庁内外に配布。

令和４年度 令和３年度

令和４年度
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総合政策部
第７章　人と人とが支え合う誰もが健やかで笑顔があふれるまち

第４節　障害者福祉の充実

（２）障害のある人の地域社会からの孤立・隔離防止 《広報戦略課》

点字・声の市報発行、テレビ広報番組への手話通訳の挿入 5,710 6,090

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度

第８章　人のつながりを大切にし、地域の力が活きるまち

第３節　行政機能の充実

（１）広報広聴機能の充実 《広報戦略課》

市報しものせきの発行 58,644 58,322

テレビ･ラジオ広報（手話広報含む） 13,263 15,595

（４）行政情報機能の充実

スマートシティ推進事業 《企画課》 24,800 55,000

基幹系システム運用管理業務 《情報政策課》 258,720 258,720

ＲＰＡ導入業務 《情報政策課》 4,674 3,436

インターネットシティ整備事業 《情報政策課》 308,106 386,621

－ 内部情報システム運用管理業務 (32,839) (39,547)

　 － 情報セキュリティ強化対策事業 (24,000) (9,777)

－ インターネット接続環境仮想化システム運用管理業務 (28,650) (28,650)

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度

「スマートシティ基本設計」に基き、産学官で構成する協議会を中心にデジタル技術を活用し、地域

ポータルサイトを通して、市民生活の質の向上を図る。また、公共施設におけるキャッシュレス決済導入

に係る実証実験を実施する。

基幹系システムの運用管理

［債務負担行為］ （Ｈ２７～Ｒ７）２,６６４,０４５千円（税抜）

　　　　　　　　（Ｒ２～Ｒ７）     ７３３,０００千円

ＲＰＡ（ﾛﾎﾞﾃｨｯｸ・ﾌﾟﾛｾｽ・ｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ）の活用により、内部定型業務を自動化し、業務の効率化を

図ることで市民サービスの向上につなげる。

財務会計､文書管理､庶務事務システムの運用管理

[債務負担行為]　（Ｒ4～Ｒ８）１６４,２１３千円

山口県が構築した情報セキュリティクラウドを経由してインターネット接続するために運用経費の一部を

負担する。

セキュリティーを確保しつつ、職員の業務効率を向上させ、仮想基盤により運用コスト削減の見込める

共通のシステム基盤を構築する。

［債務負担行為］（Ｒ３～Ｒ７）　１４０,０００千円
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総務部

第６章　誰もが安全で安心して暮らせるまち

第１節　生活安全の推進

（１）消防・防災機能の強化 《防災危機管理課》

災害応急復旧業務 20,000 20,000

防災業務 24,057 23,767

新 高潮ハザードマップ作成業務 23,000

新 防災情報システム更新及び改修業務 24,600

令和４年度 令和３年度

当初予算額（千円）

平成２７年の水防法改正に伴い、山口県が新たに指定する高潮浸水想定区域を反映した高潮ハ

ザードマップを作成する。

下関市防災情報システムに係る機器を更新するとともに、防災情報伝達の多様化を図る。

第３章　みんながともに学び、ともに楽しむ、人を育てるまち

第３節　学校の教育力の向上

（３）教育環境の整備 《総務課》

公立大学法人管理運営業務 318,154 287,837

－ 市立大学運営費交付金 (205,751) (177,427)

－ 授業料等減免交付金 (112,000) (110,000)

新 下関市立大学総合大学化推進業務 222,190

－ データサイエンス学部（仮称） (62,590)

－ 看護学部（仮称） (159,600)

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度

「大学等における修学の支援に関する法律」に基づき、下関市立大学が実施した入学金及び授業料

の減免について、減免額を交付する。

市立大学の総合大学化に向けて新学部であるデータサイエンス学部（仮称）の設置を推進する。

　Ｒ４　設計、地質調査　［債務負担行為］（Ｒ５）　７５９,０００千円

　Ｒ６.４月開設を目指す

市立大学の総合大学化に向けて新学部である看護学部（仮称）の設置を推進する。

　Ｒ４　敷地測量、設計、地質調査　Ｒ７.４月開設を目指す
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総務部
第８章　人のつながりを大切にし、地域の力が活きるまち

第３節　行政機能の充実

（２）情報公開の推進 《総務課》

情報公開・個人情報保護業務 4,839 4,954

（４）行政情報機能の充実 《職員課》

人事評価システム運用業務 5,390 5,390

第４節　行財政の健全化

（１）行財政改革の推進

新 公共施設マネジメント（解体・売却）事業 《管財課》 206,390

新 未利用財産利活用需要調査 《管財課》 2,000

新 公共施設マネジメント方向性（中期）市民アンケート事業 《行政管理課》 1,000

令和４年度 令和３年度

当初予算額（千円）

事務の効率化、人事データの分析・集計・データ蓄積の精度の向上等を図る。

［債務負担行為］（Ｒ３～Ｒ７）　２５,９３５千円

公共施設マネジメントに基づき、公共施設の解体及び売却を行う。

旧豊北第二中学校教員住宅、滝部ゲートボール場、上田中町庁舎、旧医師公舎、安岡新田住

宅、旧中央消防署伊崎出張所、旧岡枝幼稚園、旧神田公民館、吉母公衆便所 ほか

未利用財産となっている建物付き土地について、現況調査や多種の民間事業者へのアンケート調査を

実施し、需要評価の報告及び最適な利活用手法の提案を受ける。

「公共施設の適正配置に関する方向性（中期（R５～R１０））」を策定するに当たり、市民の意

見を把握する必要があるため市民アンケートを実施する。

令和４年度 令和３年度

財政部
第８章　人のつながりを大切にし、地域の力が活きるまち

第３節　行政機能の充実

（４）行政情報機能の充実 《納税課》

コンビニ収納等委託業務 9,208 9,686

新 地方税共通納税システム対象税目拡大に係るシステム改修 19,056

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度

令和５年度からの地方税共通納税システム対象税目（固定資産税・都市計画税、軽自動車税種

別割）拡大に対応するため基幹税務システムを改修する。
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市民部
第３章　みんながともに学び、ともに楽しむ、人を育てるまち

第６節　人権教育・啓発活動の充実

（１）人権が尊重される社会の実現 《人権・男女共同参画課》

人権教育・啓発活動 2,159 2,090

－ 人権教育講座、人権学習講座、人権フェスティバル等

第７節　男女共同参画の推進

（１）男女共同参画の推進 《人権・男女共同参画課》 1,952 1,987

男女共同参画意識啓発業務

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度

第６章　誰もが安全で安心して暮らせるまち

第１節　生活安全の推進

（２）防犯対策 《生活安全課》

防犯啓発業務 33,262 34,741

－ 防犯対策や暴力追放に関する啓発活動､防犯灯設置費の助成

－ 防犯カメラ設置事業費補助金 (1,500) (2,000)

（３）交通安全対策 《生活安全課》

交通安全業務 21,082 11,261

－ 交通安全運動の実施等

新 － 下関市都市照明推進委員会補助金 (10,000)

（４）消費者自立支援対策 《生活安全課》

消費生活業務（消費生活センター運営） 14,792 15,371

第２節　公衆衛生の充実

（３）斎場及び墓園の適正な管理 《生活安全課》

斎場管理（６箇所） 146,602 140,125

－ 大谷斎場火葬炉改修

新 － 大谷斎場施設改修業務 (10,000)

墓園管理（中央霊園及び市営墓地１２箇所） 48,454 46,662

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度

地域の自主的な防犯活動を補完するため、防犯カメラを設置する地域団体に対して、設置費用の一

部を助成する。

下関市都市照明推進委員会が所有している老朽化により倒壊の危険性がある街路灯の撤去費用

を助成する。

残灰集塵装置及び火葬炉制御盤シーケンサの更新を行う。
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市民部
第８章　人のつながりを大切にし、地域の力が活きるまち

第１節　地域のまちづくりの推進

（１）住民自治によるまちづくり 《まちづくり政策課》

住民自治によるまちづくり推進業務 52,780 53,289

第２節　市民活動支援の推進

（１）市民活動の促進 《まちづくり政策課》

ボランティア･ＮＰＯ活動推進業務 27,099 28,222

－ しものせき市民活動センター運営等

市民活動支援補助金 1,500 1,500

新 下関市民センター屋根改修 24,000

新 下関市民センター児童・図書室リニューアル事業 1,100

（２）地域コミュニティ組織の育成支援 《まちづくり政策課》

町民館整備事業補助金 11,900 11,949

第３節　行政機能の充実

（１）広報広聴機能の充実 《まちづくり政策課》

拡 しもまちアプリ情報発信事業 6,200 1,428

（４）行政情報機能の充実 《市民サービス課》

住民票等のコンビニ等交付業務 22,457 21,266

旅券発給事務 4,910 4,987

拡 マイナンバーカード交付拡大事業 171,000 160,000

国が令和４年度末までにほとんどの住民がマイナンバーカードを保有することを目指すという方針を示し

ていることから、これに対応して交付事務を円滑に行うための人員体制を強化する。

申請時来庁方式及び出張方式の導入による人員３名増

まちづくり交付金（１地区平均：３００万円）

まちづくり協議会ネットワーク会議の開催等

市民協働参画審議会助成事業審査部会の審査を経て、公益的な市民活動を助成する。

下関市民センターの雨漏りを改善するため屋根の改修を行う。

下関市民センターの児童・図書室を利用する子どもたちの環境を整えるため、児童図書の充実及び照

明のLED化を実施する。　【ふるさとしものせき応援基金活用事業】

令和２年度に導入した、市政情報から地域の情報まで、市民に役立つ各種情報を一元的に発信す

るスマートフォンアプリを運用し、若い世代をはじめ多くの市民に情報を発信する。

令和４年度は、新規コミュニティツール（電子回覧板）機能の追加及びスタンプラリー機能の強化を

行う。

住民票等のコンビニ等証明書発行システムの運用のための負担金等

令和４年度 令和３年度

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度

令和４年度 令和３年度
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福祉部

第７章　人と人とが支え合う誰もが健やかで笑顔があふれるまち

第１節　保健・医療の充実

（４）国民健康保険事業の充実 《保険年金課》

【国民健康保険料】

 １人当たり保険料　105,715円　➡　103,763円（△1,952円）

新 未就学児に係る国民健康保険料の均等割の軽減に対する繰出金 10,500

コンビニ収納等委託業務 7,168 7,716

新 国民健康保険料ペイジ―口座振替受付サービス 6,008

保健サービスの充実

－ 重症化予防事業 (5,035) (19,361)

－ はり、きゅう施術補助 (15,968) (18,906)

－ 外来人間ドック補助 (50,268) (50,268)

－ 歯周病健診 (4,551) (4,550)

特定健康診査･特定保健指導 175,055 164,982

－ 生活習慣病の予防に資する特定健康診査･特定保健指導

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度

未就学児に係る均等割保険料の５割を軽減

窓口において保険料の口座振替の処理が可能となる「ペイジー口座振替受付サービス」を導入すること

で、国民健康保険料の収納率のさらなる向上を図る。

レセプトデータ等から医療費分析を行い、糖尿病などが重症化する可能性のある被保険者へ保健指

導を行う。

利用者に対する助成費単価の変更

はり・きゅう施術助成費（１術）　７００円→９００円

医療給付費分
後期高齢者

支援金分
介護納付金分

所 得 割 ８.５％ ２.６％ ２.４％

被保険者均等割 ２４,８００円 ７,６００円 ８,７００円

世 帯 別 平 等 割 ２２,４００円 ６,８００円 ５,８００円

６５万円 ２０万円 １７万円

保

険

料

区分

賦課限度額

第３章　みんながともに学び、ともに楽しむ、人を育てるまち

第１節　子ども・子育て支援の充実

（１）幼児期の教育・保育の総合的な提供 《障害者支援課》

こども発達センター管理運営業務 51,450 52,153

障害児支援給付等業務 950,000 900,000

こども発達センター及びこども発達センターどーなつに専門職員を配置し、療育支援等を充実させる。

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度
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福祉部
第２節　地域福祉の充実

（１）地域福祉の充実

新 重層的支援体制整備移行準備事業 《福祉政策課》 8,673

民生児童委員活動援護業務 《福祉政策課》 77,353 77,359

新 － 民生児童委員改選業務 (5,003)

社会福祉協議会助成 《福祉政策課》 118,609 128,021

婦人相談業務 《福祉政策課》 5,341 5,407

成年後見制度利用促進事業 《長寿支援課》 8,808 8,336

地域福祉計画策定業務 《福祉政策課》 5,000

新 社会福祉センター整備事業 《福祉政策課》 35,200

第３節　高齢者福祉の充実

（１）高齢者福祉サービスの充実

地域包括支援センター運営 《長寿支援課》 432,216 432,417

－ 高齢者の支援を行う中核機関（１２か所）

在宅医療･介護連携推進事業 《長寿支援課》 19,875 19,875

生活支援体制整備事業 《長寿支援課》 43,061 41,751

認知症高齢者支援 《長寿支援課》 16,066 16,077

《保健部健康推進課》

－ 認知症高齢者見守り､認知症サポーター養成

－ 認知症総合支援事業 (11,136) (11,092)

配食サービス 《長寿支援課》 55,236 52,452

はり､きゅう､マッサージ等施術助成 《長寿支援課》 38,291 39,778

［対象者］７０歳以上

高齢者措置業務（養護老人ホーム入所措置等） 《長寿支援課》 376,806 181,958

軽費老人ホーム助成（事務費補助：１１施設） 《長寿支援課》 397,000 396,010

生活支援ハウス運営 《長寿支援課》 13,086 13,086

民生委員・児童委員（定数６９３名）の任期が令和４年１１月で終了するため、新たな委員を

選任する。

社会福祉法の改正により創設された「重層的支援体制整備事業」の実施に向け、多機関の関係者

が連携し、複雑化、複合化した課題のある世帯等への総合的な相談支援の体制を構築する。

下関市社会福祉協議会が老朽化した社会福祉センターの建替えを実施するに当たり、建替えに係る

整備費用を助成する。　供用開始は令和７年２月の予定

医療･介護関係者の連携を支援する相談窓口を拠点に、課題抽出や各種研修､普及啓発等の連

携強化の取組を行う。

生活支援コーディネーター（７人）を中心に、地域活動団体､地域包括支援センター、自治会、民生

委員､民間事業者等が連携して高齢者の生活支援体制を構築する。

利用者に対する助成費単価の変更

はり・きゅう施術助成費（１術）　７００円→９００円（国民健康保険被保険者を除く）

あん摩・マッサージ等施術助成費　 ５００円→７００円

令和４年度 令和３年度

令和４年度 令和３年度
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福祉部
第３節　高齢者福祉の充実

老人クラブ活動費助成 《長寿支援課》 4,583 4,890

高齢者バス等利用助成 《長寿支援課》 32,193 32,193

新 高齢者福祉施設整備費助成 《長寿支援課》 3,300

拡 介護施設等整備促進事業 《介護保険課》 189,033 10,780

（２）介護予防の推進

介護予防･日常生活支援総合事業 《長寿支援課》 1,196,074 1,232,214

《保健部健康推進課》

保健福祉事業 《長寿支援課》 40,949 36,998

《介護保険課》

－ 介護者支援事業 (2,200) (2,200)

－ 在宅福祉事業 (28,115) (28,468)

－ 介護予防事業 (1,251) (1,205)

－ 介護人材確保支援事業 《介護保険課》 (6,383) (5,125)

新 － 新卒介護職員就労定着支援金 《介護保険課》 (3,000)

新 保健事業・介護予防一体的実施業務 《保険年金課》 12,616

令和４年度 令和３年度

①市外からの就労促進のため、介護サービス事業所に就職する介護職に対し、転入旅費、引越費用

等の助成を行う。　１世帯当たり上限５０万円

②介護サービス事業所等を対象に多様な介護人材の確保のためのセミナーを開催する。

新規就労者の確保と就労定着を目的に、市内の介護サービス事業所に介護職として就職する新卒

者に対し、就労定着支援金を支給する。　１人当たり１０万円

フレイル状態にある高齢者を適切な医療や介護サービスにつなげ、疾病予防・重症化予防や生活機

能の改善による健康寿命の延伸を図る。

生活支援ハウス（１施設）の給排水設備の整備費を助成する。

認知症高齢者グループホーム（２施設）、看護小規模多機能型居宅介護事業所（１施設）、介

護療養型医療施設等転換整備（１施設）等の整備費等を助成する。

要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等のため､介護予防･生活支援サービス事業､介護予

防ケアマネジメント､介護予防把握事業､介護予防普及啓発事業､地域介護予防活動支援事業､

一般介護予防事業評価事業、地域リハビリテーション活動支援事業等を実施する。
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福祉部
第３節　高齢者福祉の充実

（３）介護保険事業の充実 《介護保険課》

【介護保険料（第８期介護保険事業計画（Ｒ３～Ｒ５））】

消費税率引上げに伴う介護保険料の低所得者負担軽減 431,187 428,277

介護給付等費用適正化 15,628 16,815

第４節　障害者福祉の充実

（１）障害者福祉サービスの充実

相談支援 《障害者支援課》 58,744 58,744

自立支援給付等業務 《障害者支援課》 6,164,800 5,964,800

《保健部健康推進課》 5,064 5,184

日常生活用具給付 《障害者支援課》 75,000 75,000

訪問入浴サービス 《障害者支援課》 23,000 26,000

福祉タクシー助成 《障害者支援課》 48,180 57,200

特別障害者手当等給付 《障害者支援課》 90,203 88,206

障害者デイサービス 《障害者支援課》 37,000 44,700

重度心身障害者医療費助成 《障害者支援課》 1,517,793 1,518,316

重度訪問介護利用者の大学修学支援事業 《障害者支援課》 1,345 960

拡 障害施設等整備費補助金 《障害者支援課》 11,468 5,100

新 障害者（児）緊急一時支援事業 《障害者支援課》 420

令和４年度 令和３年度

令和４年度 令和３年度

要介護認定、ケアマネジメント、事業者のサービス提供体制、介護報酬請求に係る適正化を図る。

基幹相談支援センター１か所、一般相談支援事業所７か所

介護者の急病等の事由により、既存の障害福祉サービスでは対応できない在宅での生活が困難と

なった障害者（児）を、事前に登録している受入事業所が一時的に支援する。

共同生活援助（グループホーム）（２施設）の大規模修繕等の整備費を助成する。

保険料率
保険料

　　月額（円）

第１段階 0.3 1,650

第２段階 0.4 2,200

第３段階 0.7 3,850

第４段階 0.9 4,950

第５段階 1.0 5,500

第６段階 1.2 6,600

第７段階 1.3 7,150

第８段階 1.5 8,250

第９段階 1.7 9,350

第10段階 1.75 9,625

第11段階 2.0 11,000

第12段階 2.25 12,375

所得段階

第８期（Ｒ３～Ｒ５年度）

基準額：月額５,５００円
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福祉部
第４節　障害者福祉の充実

（２）障害のある人の地域社会からの孤立・隔離防止 《障害者支援課》

点字図書館運営費助成 32,207 32,274

意思疎通支援 18,179 18,263

新 － 親子手話教室開催事業 (135)

拡 身体障害者補助犬飼育費助成事業 240 144

障害者スポーツセンター運営 31,358 31,377

身体障害者福祉センター運営 23,593 23,593

第５節　低所得者福祉の充実

（１）自立・援助対策の充実

生活困窮者自立支援業務 《福祉政策課》 52,613 53,990

生活困窮者自立支援金支給事業 《福祉政策課》 28,204

生活保護（扶助費） 《生活支援課》 6,500,000 6,800,000

就労支援員の配置 《生活支援課》 6,380 6,135

中国残留邦人等生活支援業務 《福祉政策課》 2,810 3,010

社会福祉法人等利用者負担額減免助成 《介護保険課》 7,064 7,080

社会福祉法人による生計困難者に対する介護サービス利用者負担額の軽減に対し、軽減額の一部

を助成する。

補助犬と生活を共にしている身体障害者の補助犬の飼育に係る経費を助成する。

　１/２補助　上限３,０００円/月→定額助成　５,０００円/月

生活困窮者に対して、①自立相談支援、②住居確保給付金の支給、③就労準備支援、

④一時生活支援、⑤家計改善支援、⑥子どもの学習支援、⑦ひきこもり支援を行う。

感染症の影響により生活に困窮する世帯のうち、社会福祉協議会が実施する総合支援資金の特例

貸付が終了した等の世帯に対し、支援金を最大３か月支給する。

手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員の派遣等

下関市手話言語条例の施行（Ｒ３.４.１）により、手話やろう者への理解を深めていくことを目的

に、親子手話教室を開催する。

令和４年度 令和３年度

令和４年度 令和３年度
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こども未来部
第３章　みんながともに学び、ともに楽しむ、人を育てるまち

第１節　子ども・子育て支援の充実

（１）幼児期の教育・保育の総合的な提供

子育て支援フロア運営業務 《子育て政策課》 15,875 15,775

新 子どもの居場所支援事業 《子育て政策課》 2,200

認定こども園､保育所､幼稚園の運営 《幼児保育課》 6,855,356 6,762,840

豊浦こども園整備事業 《幼児保育課》 165,600 45,000

私立保育所等施設整備費補助金 《幼児保育課》 252,607 211,774

実費徴収に係る補足給付 《幼児保育課》 2,022 2,220

第２子保育料軽減事業 《幼児保育課》 23,000 23,000

病児保育事業（体調不良児対応型） 《幼児保育課》 16,423 16,343

利用者支援事業 《幼児保育課》 4,723 4,683

延長保育事業（私立保育所､私立認定こども園） 《幼児保育課》 72,000 76,800

特別支援保育事業費補助金（私立保育所、私立認定こども園） 《幼児保育課》 50,000 50,000

私立保育所等新卒保育士就労支援金 《幼児保育課》 5,000 5,000

新 待機児童対策（保育士確保）促進事業 《幼児保育課》 12,000

新 多様な集団活動事業の利用支援給付金 《幼児保育課》 864

子どもの居場所の運営等に必要となる物資の提供や気になる子どもへの対応など、活動を物心両面

で支援する。

市立認定こども園（９園）、私立認定こども園（１４園）、市立保育所（１０園）、私立保育

所（２６園）、市立幼稚園（６園）、私立幼稚園（５園）

豊浦幼稚園と長府第一保育園を統合し、令和５年度から市立幼保連携型認定こども園に移行す

るため豊浦幼稚園の改修工事を実施する。

待機児童対策として私立保育所の改築に係る整備費用を助成する。

一定条件のもと、未移行私立幼稚園における副食費を保護者に助成する。

第１子が小学校第１学年から第３学年までに在籍し、第２子が保育所等に在籍している場合に保

育料の一部を助成する。

保育所等において保育中に体調不良となった子どもに対応するため、看護師等を配置して保育体制

を充実させる。（５施設）

子ども・子育てコンシェルジュを配置し、子育て支援に関する情報提供､相談､関係機関との調整を行

う。

重点地区（待機児童が多く発生している地区）にある私立保育所・認定こども園が待機児童の解

消を目的に雇用している保育士の人件費の一部を助成する。　１人当たり６００千円を上限

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度

国が示す必須基準等を満たす集団活動施設を利用し、幼児教育・保育の無償化の給付を受けてい

ない幼児の保護者に対し、利用料の一部を助成する。

本庁舎東棟１階の子育て支援フロアの主にプレイルームを、子育て中の親子が集い、気軽に相談した

り、行事に参加等ができる場とし、民間団体に運営を委託する。
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こども未来部
第１節　子ども・子育て支援の充実

（２）家庭への子ども・子育て支援

放課後児童クラブ運営 《子育て政策課》 478,071 471,847

放課後児童クラブ整備事業 《子育て政策課》 63,400 83,900

病児保育事業（病児、病後児型） 《子育て政策課》 58,831 64,560

子育て短期支援事業 《子育て政策課》 1,401 930

－ ショートステイ、トワイライトステイ

新ショート・トワイライトステイ事業 《子育て政策課》 27,500 27,500

地域子育て支援拠点事業 《子育て政策課》 37,839 37,122

《幼児保育課》 85,942 86,386

児童館管理運営業務 《子育て政策課》 42,979 41,764

ファミリー・サポート・センター事業 《子育て政策課》 7,016 7,047

　　　　会員登録による相互援助活動組織の運営

ふくふくこども館管理運営業務 《子育て政策課》 120,236 125,065

Ｆｏｒ Ｋｉｄｓプラン啓発事業 《子育て政策課》 3,168 3,314

一時預かり事業（認定こども園､保育所､幼稚園） 《幼児保育課》 58,129 64,608

新 ヤングケアラー普及啓発事業 《こども家庭支援課》 1,000

乳幼児医療費の助成 《こども家庭支援課》 439,498 461,564

子ども医療費の助成 《こども家庭支援課》 128,000 129,538

ひとり親家庭等医療費の助成 《こども家庭支援課》 182,937 192,024

児童手当給付 《こども家庭支援課》 3,450,000 3,550,000

地域子育て支援センター（市立：５か所、私立：１０か所）

・設置数　３９か所　５９クラス

・開設時間（平日）午後６時３０分まで　（土曜）午後６時まで

一の宮児童クラブ専用棟の増築

対象：０歳～小学校６年生まで（４施設）

夜間や宿泊を伴う子どもの預かりを、仕事や休養等の理由を問わずに利用することが可能

令和４年度 令和３年度

ゆたか児童館、ひかり童夢、ひこまる、宇賀児童館

ヤングケアラーの認知度の向上及び早期発見のため、福祉、介護、医療、学校等の関係機関への研

修及びパンフレット等の配布による普及啓発を実施する。

小学校入学前すべての児童について、所得制限なく、医療費の全額を助成する。

小学１年生から中学３年生まで医療費の一部を助成する（自己負担割合を３割から２割に軽

減：所得制限なし）。

［対象者］①市民税所得割非課税世帯の親と１８歳までの児童

 　　　　  ②児童扶養手当受給要件と同じ所得水準世帯の１２歳までの児童

                 ③未就学児童（所得制限なし）
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こども未来部
第１節　子ども・子育て支援の充実

こども家庭支援拠点運営業務 《こども家庭支援課》 27,656 25,406

－ 養育支援預かり事業 (600) (400)

母子等福祉援護業務 《こども家庭支援課》 63,359 58,475

児童扶養手当支給 《こども家庭支援課》 1,290,000 1,341,000

母子父子寡婦福祉資金貸付業務 《こども家庭支援課》 19,321 28,123

修学資金、生活資金、就学支度資金等

令和３年度

親のレスパイトケアや虐待等で緊急性の高い親子を支援するため、こども家庭支援拠点を通じた預か

り事業を実施する。

自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金、高等学校卒業程度認定試験合格支援

事業給付金

令和４年度

すべての子どもとその家庭の課題に対し、継続的な支援を行うとともに、相談支援体制の強化を図

る。
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保健部
第３章　みんながともに学び、ともに楽しむ、人を育てるまち

第１節　子ども・子育て支援の充実

（１）幼児期の教育・保育の総合的な提供 《健康推進課》

自立支援医療（育成医療） 6,100 6,198

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度

第６章　誰もが安全で安心して暮らせるまち

第１節　生活安全の推進

（１）消防・防災機能の強化 《保健医療政策課》

山口県救急安心センター事業負担金 3,294 4,150

第２節　公衆衛生の充実

（１）暮らしに係る衛生の推進

食の安心･安全推進 《生活衛生課》 5,426 5,444

－ 食品の苦情相談、事業者の指導、食品衛生に関する啓発等

衛生検査業務 《試験検査課》 26,882 11,005

－ 新型コロナウイルス感染症検査事業 (20,000) (4,000)

（２）動物の愛護及び管理の推進 《動物愛護管理センター》

動物愛護推進 8,864 7,842

－ 猫の不妊去勢手術助成金 (1,860) (1,860)

新 － 動物用麻酔器購入 (870)

犬の適正管理 13,610 13,543

－ 犬の登録、狂犬病予防注射済票交付、適正飼養指導等

令和４年度 令和３年度

当初予算額（千円）

令和４年度

病気やけがをした住民が、医療相談や受診可能な医療機関の案内を受けることができる共通の短縮

ダイヤル「＃７１１９」を設置・運営する。（山口県、県内市町が事業費を負担）

食品衛生、感染症等に関する行政検査を行う。

新型コロナウイルス感染症検査に必要となる試薬、防護服等を購入しＰＣＲ検査体制を整備する。

いのちの教室、動物ふれあいフェスティバル等の開催、ミルクボランティアの取組を推進する。

猫の不妊去勢手術費用の一部を助成する。

動物愛護管理センターで猫の不妊去勢手術を実施するための動物用麻酔器を購入する。

　【ふるさとしものせき応援基金活用事業】

令和３年度



８ 各部局別 施策の概要

57

保健部
第７章　人と人とが支え合う誰もが健やかで笑顔があふれるまち

第１節　保健・医療の充実

（１）健康づくりの促進 《健康推進課》

健康づくり推進 15,209 13,832

－ 健康づくり推進協議会、食生活改善の推進

ふくふく健康２１フェスタ

食育推進計画「下関ぶちうま食育プラン」推進

新 － 第４次下関市食育推進計画（下関ぶちうま食育プラン）策定業務 (1,845)

保健推進委員活動 5,803 6,045

（２）各種保健事業の推進

感染症予防業務（一般対策） 《保健医療政策課》 9,478 10,030

《健康推進課》

拡 新型コロナウイルス感染症対策（保健所業務） 《保健医療政策課》 420,000 30,647

新型コロナウイルス感染症宿泊療養事業 《保健医療政策課》 1,436,000

地域感染対策事業 《保健医療政策課》 468 167

結核対策業務 《保健医療政策課》 29,663 41,340

《健康推進課》

風しん抗体検査・予防接種 《保健医療政策課》 37,436 46,800

《健康推進課》

保健所の即応体制を整え、適切な医療を提供できる体制を確保するとともに、検査費用や入院患

者の医療費の自己負担分を公費負担する。

　令和３年度補正予算累計額　３１７,６４７千円

新型コロナウイルス感染症の軽症者又は無症状の患者の療養を目的に宿泊療養施設を設置し、管

理・運営を行う。　令和３年度補正予算累計額　８９０,０００千円

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度

各世代の中で抗体保有率が低い４２～５９歳の男性に対し、令和４年３月末日まで無料で抗体

検査及び予防接種を実施しているが、この期間を令和７年３月末まで延長する。また、市の独自の

取組として、対象者を拡大した予防接種の費用助成を継続する。

健康診断､結核患者接触者の健診､結核患者医療費負担など

各種健康教室やふくふく健康チャレンジ対象事業への参加などを通じて、市民の自主的な健康づくり

や生活習慣改善への意識形成を図る。

第二次健康づくり計画推進のためのイベント開催

朝ごはん３（スリー）チャレンジ、第３次計画の推進

第３次計画の終了（Ｒ４）に伴い、Ｒ５年度を初年度とする新たな第４次下関市食育推進計

画を策定する。

感染症予防業務、肝炎対策、エイズ対策、性感染症対策

感染症まん延防止のため、医師及び感染管理認定看護師等（下関感染対策チーム）と連携し、医

療機関等が適切な感染症対策を実施できるよう支援する。
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保健部
第１節　保健・医療の充実

健康増進業務 《健康推進課》 176,524 178,855

母子保健相談指導 《健康推進課》 20,665 20,983

－ 乳児家庭全戸訪問、養育支援訪問等

－ 妊娠･出産包括支援事業

乳幼児健診指導 《健康推進課》 44,265 44,810

新 － 屈折検査機器整備

(2,500)

妊産婦健診指導 《健康推進課》 178,355 182,424

新 － 多胎妊婦健康診査支援事業 (658)

不妊治療費助成 《健康推進課》 23,987 105,233

新 － 不育症検査費用助成事業 (2,500)

新 新型コロナウイルス感染下における妊産婦総合対策事業 《健康推進課》 8,250

精神保健福祉業務 《健康推進課》 5,593 5,265

小児慢性特定疾病対策 《健康推進課》 56,352 64,156

難病患者在宅ケア推進 《健康推進課》 5,693 5,790

心身障害児総合療育機能推進事業 《健康推進課》 1,781 1,881

令和４年度 令和３年度

多胎妊婦に係る追加の健康診査費用の一部を助成する。

不育症の方が、先進医療として告示されている不育症検査（保険適用外）を受ける際に要する費

用の一部を助成する。

不安を抱える妊産婦等へ寄り添い支援を行うとともに、不安を抱える妊婦がＰＣＲ検査を希望する

場合に検査費用を助成する。

いのちのワクチン事業、家族教室、精神保健福祉相談、訪問指導、ひきこもり対策事業など

・各種健康診査、健康相談、健康教育等

・セットがん検診事業（肺がん､胃がん､大腸がん検診）

・女性特有のがん検診事業（乳がん､子宮がん検診）

・退職者世代（男性）のがん検診事業（大腸がん､前立腺がん検診）

母子保健コーディネーターを配置し、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援(産前産後サポート事

業､産後ケア事業)を行う。

乳幼児に対して定期的に健康診査を行い、異常の早期発見を図るとともに、適切な指導や助言を行

う。

３歳児健診の視力検査において、新たに屈折検査機器を導入し、精度の高いスクリーニング検査を

行うことで斜視等の早期発見につなげる。

妊産婦に対して定期的に健康診査を行い、異常の早期発見を図るとともに、適切な指導や助言を行

う。



８ 各部局別 施策の概要

59

保健部
第１節　保健・医療の充実

予防接種業務（こども） 《健康推進課》 620,174 508,190

新 － HPVワクチンキャッチアップ接種 (100,000)

予防接種業務（成人） 《健康推進課》 224,046 216,177

新型コロナウイルスワクチン予防接種業務 《健康推進課》 1,480,000

（３）地域の医療体制等の充実

救急医療対策業務 《保健医療政策課》 64,171 64,234

《地域医療課》

ＡＥＤの整備 《保健医療政策課》 5,013 5,395

地域医療確保対策業務 《地域医療課》 1,000 1,700

夜間急病診療所運営 《地域医療課》 106,972 110,624

発熱外来（地域外来・検査センター）業務 《地域医療課》 57,296 72,000

市立市民病院運営費負担金･交付金 《地域医療課》 821,674 870,058

市立市民病院整備資金貸付 《地域医療課》 342,000 393,000

豊田中央病院医療機器整備 《豊田中央病院》 24,000 50,000

－ X線撮影用フラットパネル一式 ほか

豊田中央病院医師確保対策事業 《豊田中央病院》 15,242 22,612

第４節　障害者福祉の充実

（１）障害者福祉サービスの充実

自立支援給付等業務 《健康推進課》 5,064 5,184

《福祉部障害者支援課》 6,164,800 5,964,800

「日本脳炎」「ヒブワクチン」「小児用肺炎球菌ワクチン」

「四種混合」「水痘」「麻しん･風しん」「ＢＣＧ」「ロタ」など

子宮頸がんワクチンの積極的勧奨の再開に併せ、接種の積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃

した市民に対して、令和４年～６年度の３か年でキャッチアップ接種を実施する。

「インフルエンザ」「成人用肺炎球菌ワクチン」

令和４年度 令和３年度

令和４年度 令和３年度

医師確保対策として、病院経営環境調査や総合診療研修支援等を行う。

介護給付、訓練等給付、補装具費支給、自立支援医療給付

１・２回目の接種が完了していない方への接種機会の確保を継続するとともに、２回目接種を完了

した方すべてに対し、３回目接種の機会の提供を図る。

休日当番医（歯科含む）、病院群輪番制を実施する二次救急医療機関等に対する補助など

公立施設にＡＥＤを整備　既存２５５台

持続可能で良質な医療提供体制を確立するため、「地域医療構想」により、引き続き地域の医療機

関等関係者による協議を進めるとともに、地域医療を守るためのシンポジウムや研修会等を実施し、

地域医療やへき地医療の確保、充実を図る。

新型コロナウイルス感染症対策として、夜間急病診療所に設置している発熱外来（地域外来・検査

センター）の設置期間を令和４年９月末まで延長
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環境部
第４章　美しく潤いのある自然やまちなみと人が共生するまち

第１節　自然環境の保全

（１）環境汚染の防止 《環境政策課》

環境保全対策 33,258 33,945

（２）環境保全の意識向上

環境教育 《環境政策課》 829 1,451

しものせき美化美化大作戦 《クリーン推進課》 1,395 1,328

（３）地球温暖化対策の推進 《環境政策課》

地球温暖化対策 2,546 2,216

新 地域再エネ導入目標策定事業 8,000

スマートハウス普及促進補助金 7,000 7,000

第３節　廃棄物処理の推進

（１）処理環境の充実

産業廃棄物適正処理業務 《廃棄物対策課》 15,520 16,523

－ 不法投棄パトロール等の実施

再資源化推進事業奨励金 《クリーン推進課》 15,613 16,000

新 一般廃棄物処理基本計画改定業務 《クリーン推進課》 5,000

基幹的設備改良事業（リサイクルプラザ） 《環境施設課》 902,000 642,000

基幹的設備改良事業（奥山工場１８０ｔ炉） 《環境施設課》 4,235 4,500

終末処理業務 《環境施設課》 320,554 320,348

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度

令和４年度 令和３年度

市域における温室効果ガスの削減に向け、「第２次下関市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編）」に基づき、また、「ゼロカーボンシティしものせき宣言」を踏まえ、クールチョイス等の温暖化対策に

関する施策を推進する。

２０５０年脱炭素社会の実現を見据え、どの再生エネルギーを、どのくらい、どのように導入し有効活

用するか地域全体において合意された目標を策定する。

家庭用創エネ･省エネ・蓄エネ機器の設置費用の助成を行う。

古紙等を集団回収した団体（自治会等）に奨励金を交付し、家庭から排出される資源化物の再

資源化と減量化を図る。（４円/㎏）

下関市一般廃棄物処理基本計画（H３０～Ｒ９）を国の改訂指針（概ね５年）に基づき、Ｒ

４年度を中間目標年度として整理し、本計画の見直しを行う。

老朽化が進む施設の長寿命化を図るため、施設機能の性能水準を保つ効果的な基幹的設備の更

新整備を行う。

［継続費］（Ｒ３～Ｒ５）　２,６４５,０００千円

大気汚染常時監視、微小粒子状物質（ＰＭ２．５）成分分析、有害大気汚染物質モニタリン

グ、大気汚染測定機器の整備等

環境教室、水辺の教室等

環境美化の啓発活動、地域清掃活動の支援

長寿命化総合計画に基づき、基幹的設備改良事業を発注するための仕様書の作成を行う。
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環境部

産業振興部

第６章　誰もが安全で安心して暮らせるまち

第５節　下水道等の整備

（１）下水道等の整備

合併処理浄化槽設置費補助金 《廃棄物対策課》 19,080 19,080

－ 単独処理浄化槽及びくみ取り便槽からの転換費用の助成

新 東行庵公衆便所デザインコンペ 《環境施設課》 1,500

新 ナイスビューパーク公衆便所給水管敷設工事 《環境施設課》 3,800

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度

ナイスビューパーク公衆便所（彦島迫町）の給水管を改修し、早期の利用再開を目指す。

東行庵に設置している公衆便所の更新整備に向け、デザインコンペを行う。

第２章　多彩な人が輝き、活力ある産業が振興するまち

第２節　商工業の振興

（１）商店街の活性化 《産業振興課》

商店街等競争力強化事業費補助金 3,475 4,970

拡 商店街等空き物件活用促進事業費補助金 25,500 3,768

創業トータルサポート業務 11,000 12,700

中心市街地活性化チャレンジ資金融資 117,917 126,215

（２）企業経営の安定化、体質強化 《産業振興課》

中小企業事業資金融資 201,915 309,014

中小企業体質強化特別融資 1,321,523 1,375,436

中小企業等経営安定化短期資金融資 311,751 360,108

中小企業体質強化特別融資等債務保証料補給 44,000 12,000

新 中小企業経営革新事業費補助金 100,000

空き店舗等で事業を行おうとする事業者に対し、店舗賃料や店舗改装費等の一部を補助することに

より、空き店舗解消と円滑な事業展開を支援する。

　家賃補助　補助限度額　１００千円→２００千円

　店舗改装費用補助　補助率　１/６→３/４　補助限度額　１００千円→１,５００千円

創業支援拠点施設（創業支援カフェKARASTA．）を核として、創業から開店までの一貫した支援を

継続的に行う。また、女性の潜在的創業希望者を対象としたセミナー等を開催する。

新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組等を通じた規模拡大を目指す中小企業を支援

するため、国の「事業再構築補助金」の事業者負担分及び認定経営革新等支援機関への報酬の

一部を助成する。

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度
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産業振興部
第２節　商工業の振興

新 ニューノーマル対応新ビジネス応援補助金 《産業振興課》 50,000

新 先端設備等導入支援事業費補助金 《産業立地・就業支援課》 20,000

（３）企業の誘致 《産業立地・就業支援課》

企業誘致業務 5,000 8,078

企業投資促進補助金 83,000 22,000

企業立地促進奨励金 102,000 150,000

中心市街地事務所立地促進補助金 2,100 2,400

サテライトオフィス等環境整備事業促進補助金 5,000 5,000

モーダルシフト利用促進補助金 6,000 6,000

（４）地域経済牽引事業、新規創業等の支援

地域経済牽引事業促進補助金 《産業立地・就業支援課》 46,000 12,000

ふるさと起業家支援補助金 《産業振興課》 20,000 20,000

起業資金融資 《産業振興課》 76,497 91,981

展示見本市等出展補助金 《産業振興課》 1,200 1,500

下関ブランド発信事業 《産業振興課》 1,570 1,570

地域資源活用促進事業 《産業振興課》 6,000 6,000

立地企業成長モデル事業 《産業振興課》 7,000 7,000

フードイベント開催事業費負担金 《産業振興課》 8,000 8,000

令和４年度 令和３年度

ニューノーマルに対応した新たなビジネスモデルや取組において地域の特性を活用しつつ、本市の活性化

につながる事業に対し、経費の一部を助成する。

中小企業が先端設備等導入計画の認定を受けた先端設備等を導入する場合、経費の一部を助成

する。

新たな企業立地又は市内企業の規模拡大に伴う投資額の一部を助成する。（補助率：投下固定

資産総額の５％）

地域経済牽引事業計画を策定し、県から承認を受けた事業者による事業所の新設又は増設に伴う

投資額の一部を助成する。（補助率：投下固定資産総額の５％）

地域資源を活用して地域課題の解決に資する事業を本市で立ち上げる起業家に対し、クラウドファン

ディング型ふるさと納税を財源として補助を行う。

下関ブランドなどの特産品の販売に関して、販路拡大を目指す中小企業者の支援を行うほか、「地域

商社やまぐち」と連携した事業を展開する。

地域資源を活用して新商品を開発する中小企業者の取組に対し、商品開発、販路開拓等の支援を

行うことで、地場産業の活性化を図る。

優れた技術、商品を有し、販路拡大を目指す市内中小企業を対象に、伴走型の販路開拓支援及

び商品開発支援を行うことで、本市経済をリードする中核企業への育成を図る。

「食のまち下関」を市内外にＰＲするとともに、交流人口の拡大及び地域経済の活性化につなげること

を目的としたフードイベントの開催に係る事業費の一部を負担する。
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産業振興部
第２節　商工業の振興

エキマチ広場周辺にぎわい創出イベント企画運営業務 《産業振興課》 5,600 5,800

《観光スポーツ文化部文化振興課》 1,940 2,000

貿易拡大推進事業 《産業振興課》 18,983 14,238

－ 輸出入品展示商談会開催負担金 (725) (844)

拡 － 下関地域商社／海外販路開拓支援事業 (18,000) (13,136)

新 プレミアム付商品券発行支援事業 《産業振興課》 720,000

（５）民間団体の育成、支援 《産業振興課》

商工会議所､商工会等に対する助成 17,059 17,549

貿易団体の育成（日中経済交流促進事業費補助金等） 1,955 1,955

第３節　就業支援策の強化

（１）雇用の創出 《産業立地・就業支援課》

企業誘致業務（再掲） 5,000 8,078

企業投資促進補助金（再掲） 83,000 22,000

企業立地促進奨励金（再掲） 102,000 150,000

サテライトオフィス等環境整備事業促進補助金（再掲） 5,000 5,000

地域経済牽引事業促進補助金（再掲） 46,000 12,000

（２）就職支援 《産業立地・就業支援課》

若者の地元就職支援事業 25,000 25,000

－ しものせき未来創造jobフェア等開催事業 (20,000) (20,000)

－ 若者の地元就職支援事業 (5,000) (5,000)

奨学金返還支援事業 9,900 5,149

消費喚起による事業者支援及び地域経済の活性化対策として、商工団体が実施するプレミアム付商

品券発行事業に係る経費を助成する。

イベントの開催を通じてエキマチ広場周辺の公共空間等の魅力向上を図り、駅前への来訪を促すこと

によりにぎわいの創出につなげる。

海外事業展開を志向する市内中小企業に「下関地域商社」を構成する市と連携した「産・官・学・

金」の各主体がノウハウを持ち寄り、情報収集から貿易実施までの支援を行うことで販路拡大を図る。

また、下関地域商社の持続的な発展に向けた取組として、輸出商社機能を持つ企業の育成を図る。

中高生等を対象とした職業体験イベントを開催するほか、出展企業の仕事を見える化した電子ブック

の作成・活用や小学生を対象としたSTEMプログラムを実施する。

若者の地元就職を促進し、労働力人口を確保するため「しものせきjob netアプリ」の運用による情報

発信をするほか、地元就職希望者に対してWEB合同企業説明会等の開催、個別マッチング等を実

施する。

令和元年度に創設した奨学金返還支援制度に基づき、認定を受けた市内中小企業に就職した学

卒者を対象に奨学金返還のための補助金を交付する。

令和４年度 令和３年度

令和４年度 令和３年度
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産業振興部

第５章　効率的で活動しやすい都市機能を備えるまち

第１節　市街地の整備

（１）市街地の魅力向上 《産業振興課》

中心市街地活性化促進業務 20,355 21,136

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度

第３節　就業支援策の強化

就職マッチング支援事業 10,914 10,868

－ 就業機会創出事業 (8,400) (8,400)

就職氷河期世代等支援事業 5,000 5,000

高年齢者就業機会確保業務 10,146 10,240

－ シルバー人材センターの事業に対する助成等

（３）勤労者福祉の向上 《産業立地・就業支援課》

離職者緊急対策資金融資 1,069 1,138

勤労者福祉施設の運営（勤労福祉会館ほか４施設） 133,747 125,258

拡 － 勤労福祉会館本館改修事業 (9,000) (579)

就職を希望する女性やシニアなどの多様な人材を掘り起こし、「求職者と企業のニーズ」に応じたテーマ

別マッチングを実施する。

就職氷河期世代を含む幅広い世代の活躍の場を広げ、市内中小企業の人手不足に対応するため、

両者のマッチング等を実施する。

中東地区における市民活動の拠点施設であり、避難所に指定されている勤労福祉会館本館の耐震

補強及び機能向上改修を行い、長寿命化を図る。　Ｒ４　耐震補強工事の実施設計

令和４年度 令和３年度
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農林水産振興部
第２章　多彩な人が輝き、活力ある産業が振興するまち

第１節　農林水産業の振興

（１）生産流通基盤の整備

〈農業〉 《農林水産整備課》

拡 ため池の整備 161,240 157,865

農業競争力強化基盤整備事業（県施行負担金） 108,000 102,766

拡 排水機場の整備 37,300 22,575

農業水路等長寿命化・防災減災事業 13,500 9,475

〈畜産業〉 《農業振興課》

畜産振興業務 4,575 4,856

家畜防疫対策業務 5,851 6,049

〈林業〉 《農林水産整備課》

民有林振興業務 3,864 5,058

市有林造林事業 72,668 72,952

市行造林事業 10,009 10,600

森林経営管理制度（意向調査・集積計画作成）業務 19,000 22,000

林道橋梁補修事業 21,200 40,000

〈漁業〉

漁業生産基盤整備事業費補助金 《水産振興課》 3,500 1,890

下関漁港整備事業（県施行負担金） 《水産振興課》 89,976 82,821

山口県外海地区水産環境整備事業（県施行負担金） 《水産振興課》 17,500 14,600

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度

・農業生産基盤整備事業（崎田、松川、西目下、神の前地区）

・ため池等整備事業（県施行負担金 :茶屋､大迫､鍛冶屋原地区 ほか)

　　ため池工事は公共性が高く、防災工事であるため、受益者負担金（地元分担金）は市が負

　　担する。　　受益者負担金　２％→０％

・団体営ため池等整備事業（ぐみが浴、相刈、内山（下）、中道（堂の池）、姥ヶ迫 ほか）

農地の排水不良を解消するための地下排水制御システムの整備等（王喜東、王喜白崎、王喜宇

津井、内日東、内日北第１、新田、諏訪、肥田、七見、下保木、槇泉、後地・荒田、小野朝生地

区 ほか）

・水利施設整備事業（県施行負担金：乃木浜排水機場 ほか）

 乃木浜排水機場の遊水池の土砂浚渫を行う。　（Ｒ４～Ｒ５）

農業水利施設の長寿命化や防災減災対策となる施設整備を行う。　（内日ダム）

「森林経営管理法」に基づき、民有林の適切な管理を推進するため、民有林（人工林）所有者に

対する経営管理の意向調査を行い、森林経営管理権集積計画を作成する。

下関市林道施設長寿命化計画（Ｒ１～Ｒ５）に基づき、林道橋の補修を行う。

深坂線（深坂橋）、藤三郎線（藤三郎橋）

川棚漁港 給油施設改修

船舶係留関係施設整備、漁港施設機能保全工事など

キジハタ等を対象種とした魚礁設置など



８ 各部局別 施策の概要

66

農林水産振興部
第１節　農林水産業の振興

水産物供給基盤機能保全事業 《農林水産整備課》 8,100 39,000

－ 漁港施設改修（豊北地区）

川棚漁港施設機能強化事業 《農林水産整備課》 35,000 35,000

魅力あふれるみなとづくり事業 《農林水産整備課》 11,300 24,100

〈流通〉

新 下関漁港南風泊地区高度衛生管理整備事業 《市場流通課》 315,000

（２）担い手の育成、支援

担い手育成支援事業 《農業振興課》 25,921 32,030

－ 就農円滑化対策事業費補助金 (10,650) (18,720)

－ 首都圏等相談会 (691) (786)

－ あぐりチャレンジ推進事業 (1,000) (1,000)

－ 新規就農者受入体制整備事業 (3,000) (3,000)

新 農業経営継承・発展支援事業 《農業振興課》 1,000

新 地域農業活性化推進モデル事業 《農業振興課》 5,000

新 ポストコロナに対応した農業経営実践加速化事業 《農業振興課》 25,000

農地集積支援事業 《農業振興課》 16,650 17,450

新 遊休農地等再生対策モデル事業 《農業振興課》 10,000

森林整備促進事業 《農林水産整備課》 1,000 1,000

林業担い手研修業務 《農林水産整備課》 1,000 1,000

農業者の負担軽減及び効率的な農業生産活動が可能となるスマート農機の導入に要する経費の一

部を助成する。

令和２年度の機能診断に基づき、川棚漁港の漁港機能を向上させるための防波堤、物揚場等の改

修に係る実施設計を行う。

地方創生港整備推進交付金を活用し、市漁港施設と県港湾施設を総合的に整備する。

（島戸漁港 ）

南風泊地区に高度衛生管理型荷さばき所（卸売市場）を整備する。

　Ｒ４　建築主体工事

［継続費］（Ｒ４～Ｒ６）　３,８７０,０００千円

担い手（中心経営体等）から経営を継承した後継者が、経営継承後の経営発展に向けた取組や

成果目標等を記載した計画を策定し、実施するために要する経費の一部を助成する。

集落営農法人が存在しない地域において、一定の規模以上の農地を管理する３戸以上の農業者で

組織する営農組織に対し、農業経営に必要な農業用機械・施設等の導入に要する経費の一部を助

成する。

担い手への農地集積･集約化を促進するため、農地中間管理機構を通じて農地を提供した個人及

び地域に対して協力金を支給する。

遊休農地等の解消を図るため、新たに遊休農地等を借り受け、産地の育成に取り組む農業者等に

対し、機械・施設等の導入に要する経費の一部を助成する。

令和４年度 令和３年度
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農林水産振興部
第１節　農林水産業の振興

ニューフィッシャー確保育成推進事業 《水産振興課》 4,683 6,096

－ 経営自立化支援事業費補助金 (2,275) (3,338)

－ 乗組員定着促進事業費補助金（職場内研修費の助成） (300) (750)

新 － 漁業担い手移住定住促進事業費補助金 (2,100)

（３）経営の安定化

農業融資制度資金への利子補給 《農業振興課》 1,910 1,496

－ 農業近代化資金、農業経営基盤強化資金、新規就農資金

下関漁港振興対策資金融資 《水産振興課》 475,000 475,000

遠洋漁業振興対策資金融資 《水産振興課》 25,000 25,000

（４）生産振興の推進

有害鳥獣捕獲業務 《農業振興課》 34,027 38,842

移動式捕獲柵設置事業 《農業振興課》 3,000 3,000

新 有害鳥獣侵入防止柵補修・改良事業 《農業振興課》 1,000

ジビエ処理施設管理運営 《農業振興課》 5,933 5,935

農林水産事業者の新たな販路開拓支援事業 《農業振興課》 15,500 28,000

新 「しものせ木」木材利用促進事業 《農林水産整備課》 4,000

栽培漁業センター管理運営 《水産振興課》 20,111 21,310

種苗放流事業 《水産振興課》 4,211 4,211

産学官技術開発等連携促進事業 《水産振興課》 1,100 1,100

市外から本市へ移住する長期漁業研修者の引越経費や漁具等の導入に要する経費の一部を助成

する。

過去に設置した有害鳥獣防止柵の補修や改良に要する経費の一部を助成する。

「農林水産物の生産者応援サイト（しもマル．ｎｅｔ）」での情報発信の強化やＳＮＳを活用した

生産者と消費者とのコミュニティの活性化を図るとともに、リアルマルシェやＩＣＴの活用セミナーの開

催、量販店等における「下関産農林水産物特設コーナー」の設置を実施する。

下関産木材を活用した「木工製品」の市販化に向けた販売戦略の提案を公募し、下関産木材の活

用促進と木材製造・加工業者等の収益向上を図る。

資源増大を図るため、漁業者等が実施する種苗放流を支援する。

水産大学校や山口県漁協、水産関連会社等の民間事業者と連携した人工飼料の開発等、沿岸

漁業者の所得向上に向けた取組を進める。

令和４年度 令和３年度
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農林水産振興部
第１節　農林水産業の振興

くじら文化発信事業 《水産振興課》 118,677 18,757

－ くじらの街下関推進事業 (7,200) (7,200)

－ 下関市母港化促進補助金 (10,500) (10,500)

新 － 新たな捕鯨母船建造支援事業 (100,000)

（５）魅力ある農山漁村づくりの推進

多面的機能支援事業 《農林水産整備課》 381,585 381,585

中山間地域等直接支払推進事業 《農林水産整備課》 253,504 262,468

環境保全型農業直接支払事業 《農業振興課》 5,823 6,652

農業公園管理運営（交流体験施設等管理） 《農業振興課》 14,454 15,284

新 市民の憩いの場「深坂自然の森」再整備事業 《農林水産整備課》 22,000

離島漁業対策事業 《水産振興課》 3,793 3,793

令和４年度 令和３年度

農業生産条件が不利な中山間地域等において、集落ぐるみで取り組む農業生産活動等を支援す

る。

農業分野における地球温暖化防止や生物多様性保全を図るため、環境保全効果の高い営農活動

に取り組む農業者組織を支援する。

深坂自然の森施設の再整備を実施する。

　大型テントサイトの新設（３区画）、既存テントサイトの大型化（５区画）、

　駐車場の拡張（１０台）

離島における漁業再生を図るため、漁業者自らが集落協定を締結して行う漁業再生への取組を支援

する。

鯨食の普及と鯨肉流通の拡充・拡大を図り、「くじらの街下関」を推進するため、くじら給食１０万食

の提供や鯨肉の消費拡大に向けた協議会の取組に対する支援を行う。

新たな捕鯨母船の母港化を推進するため、捕鯨船団の下関港等での係留や乗組員等の本市への

移住、営業所等の設置に対する支援など、受け入れ体制を強化する。

母船式捕鯨業者が、市内の造船会社で予定している新たな捕鯨母船の建造について、経費の一部

を助成する。

農業・農村の多面的機能の維持･発揮のため、地域の組織が取り組む地域資源の維持･保全等の

活動を支援する。
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農林水産振興部
第６章　誰もが安全で安心して暮らせるまち

第５節　下水道等の整備

（１）下水道等の整備 《農林水産整備課》

農業集落排水処理（菊川､豊田､豊浦､豊北） 245,876 168,584

－ 農業集落排水事業公営企業会計移行事業 (16,491) (7,000)

新 － 菊川総合支所旧庁舎埋設管移設事業 (5,200)

漁業集落排水処理（蓋井島） 18,695 8,911

－ 漁業集落排水事業公営企業会計移行事業 (1,000) (2,000)

新 － 漁業集落環境整備事業 (10,500)

第６節　河川・海岸環境の整備

（２）海岸環境の整備・保全 《農林水産整備課》

海岸保全施設整備事業

－ 宇賀漁港海岸保全施設（護岸改良） (210,000) (210,000)

－ 安岡漁港海岸保全施設老朽化対策（護岸） (8,644) (10,500)

－ 松屋地区海岸保全施設（県施行負担金） (650) (3,300)

老朽化した機械電気設備等を計画的に更新・整備し、施設の長寿命化を図る。

　Ｒ４ 実施設計、機能保全工事

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度

令和４年度 令和３年度
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観光スポーツ文化部
第１章　魅力あふれる人・文化を育み、いきいきと交流するまち

第１節　文化・スポーツの振興

（１）芸術文化活動の推進及び環境の整備・充実 《文化振興課》

市芸術文化祭業務 3,302 3,302

文化事業推進業務 16,031 15,938

－ 朝鮮通信使行列再現事業 (6,175) (6,175)

新 下関市民会館中央監視制御装置更新工事 50,000

（２）スポーツ活動の推進及び環境の整備・充実 《スポーツ振興課》

ツール･ド･しものせき2022 3,510 3,510

下関海響マラソン2022（2022.11.6） 19,012 18,369

新 － ブラインドマラソンランナー招待 (600)

維新・海峡ウォーク 602

海峡のまち下関歴史ウオーク 370 370

海響アスリート認定制度 218 528

つのしま夕やけマラソン 2,600 2,600

スポーツ合宿誘致による地域活性化事業 2,400 1,000

スポーツコミッション推進 2,219 1,927

プロ野球招致事業 5,000 5,000

新 トップスポーツアカデミー事業 1,000

アウトドアスポーツによる地域活性化事業 10,000 15,494

新 下関市武道館剣道場改修事業 10,000

新 長府武道館環境整備事業 4,200

県立下関武道館管理運営業務 26,915 26,915

第２節　観光・レクリエーションの振興

（１）にぎわい観光都市づくり 《観光政策課》

しものせき観光キャンペーン補助金 26,042 27,000

市民会館の空調、電気、防災及び給排水を管理する中央監視制御装置を更新する。

ブラインドマラソンランナー（３人）を海響マラソンに招待する。

プロスポーツや大型スポーツイベントの誘致・開催支援を行う。

捕鯨・鯨食文化を含む下関の歴史の中で、プロ野球創成期に誕生した「大洋ホエールズ」の歴史と現

在の下関を全国に発信し、プロスポーツによる交流人口の拡大を図るため、プロ野球オープン戦の招致

を行う。

本市において興行や大会を予定しているスポーツ団体と連携し、トップアスリートやその指導者等による

スポーツ教室等を実施する。

剣道場の床板を改修する。

柔道場の畳を全面更新する。　【ふるさとしものせき応援基金活用事業】

｢源平night in 赤間神宮｣､「絶景バスツアー」等のおもてなし事業や観光客誘致を展開する。

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度

令和４年度 令和３年度
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観光スポーツ文化部
第２節　観光・レクリエーションの振興

コンベンション等誘致促進業務 27,232 28,000

－ ＭＩＣＥ誘致強化 (2,400) (2,400)

新 ミステリーツアー事業 20,000

新 ２０２２年大河ドラマ関連イベント事業 6,800

関門広域観光振興 3,500 3,500

－ 関門海峡観光推進協議会（下関市、北九州市）

下関・長門観光誘客連携事業 1,000 1,000

ＪＲ山陰観光列車運行 1,000 1,000

海峡花火大会補助金 5,921 6,104

（２）観光資源の充実

甲冑衣裳等補修業務 《観光政策課》 816 878

拡 ワーケーション推進事業 《観光政策課》 2,500 1,500

海響館改修事業 《観光施設課》 100,300 37,000

新 海響館スロープエスカレーター改修 《観光施設課》 70,000

新 ふれあい健康ランド温浴施設改修 《観光施設課》 92,000

新 旧秋田商会ビル図面修復保存業務 《観光施設課》 2,000

豊田湖畔公園 野遊び空間整備事業 《観光施設課》 13,200 14,800

施設の長寿命化を図るための設備更新等の施設改修や新展示施設の増設を行う。

　Ｒ４ 改修実施設計及びアシカ展示施設基本実施設計

観光客やＭＩＣＥ（会議、研修旅行、イベント）の誘致を促進することにより、本市の観光・宿泊・

飲食業界等の活性化を図る。

人気アニメのミステリーツアーを北九州市、ＪＲ西日本の３者共催で実施し、本市の知名度向上と誘

客の促進を図る。

２０２２年大河ドラマ「鎌倉殿の１３人」の放送を契機に、源平ゆかりの地である本市の認知度向

上を図るイベントを実施することにより、本市への誘客促進を図る。

下関市・長門市の共同観光について、情報発信や受入れ体制の整備等に取り組む。

　・観光プロモーション・ポスター・チラシ等による情報発信

　・デジタルスタンプラリーを活用した観光客の周遊促進

しものせき海峡まつり等で使用する甲冑衣裳等の補修・修繕を行う。

市内のホテル、旅館、民宿、ロッジなどを経営する宿泊事業者がワーケーション環境の整備に要する費

用の一部を助成する。　助成対象 ３件→５件

海響館の２階から４階を結ぶスロープエスカレーターの踏板ベルトを改修する。

不具合の多い高温水管に換え、電気温水器を設置することで浴場の早期再開を目指す。

旧秋田商会ビルの建物図面を修復し、長期保管が可能となるようデジタル化する。

公園遊具の更新による野遊び空間の整備を行う。施設の材料には、豊田地域内の間伐材を使用

し、林業の活性化及び啓発につながる施設を整備する。

　［継続費］（Ｒ３～Ｒ４）　２８,０００千円

令和４年度 令和３年度
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観光スポーツ文化部

第２章　多彩な人が輝き、活力ある産業が振興するまち

第２節　商工業の振興

（４）地域経済牽引事業、新規創業等の支援

エキマチ広場周辺にぎわい創出イベント企画運営業務 《文化振興課》 1,940 2,000

《産業振興部産業振興課》 5,600 5,800

令和３年度

当初予算額（千円）

令和４年度

イベントの開催を通じてエキマチ広場周辺の公共空間等の魅力向上を図り、駅前への来訪を促すこと

によりにぎわいの創出につなげる。

第４章　美しく潤いのある自然やまちなみと人が共生するまち

第１節　自然環境の保全

（４）自然公園の保全 《観光施設課》

自然公園内の施設管理等

豊田県立自然公園内（豊田湖畔公園等） 4,409 4,399

北長門海岸国定公園内（つのしま自然館） 4,998 4,973

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度

第２節　観光・レクリエーションの振興

道の駅北浦街道豊北機能向上改修事業 《観光施設課》 50,000 73,000

火の山地区観光施設再編整備事業 《観光施設課》 112,500 11,000

（３）外国人観光客の誘致 《観光政策課》

国際観光対策 10,297 11,356

新 関門連携による国内外映画・テレビドラマ誘致・交流の推進 1,700

①国際観光展や商談会出展　②メディア･SNS等による情報発信　③外国語版観光ガイドブック

（英･韓）④下関オンラインツアーtoリアルツアー事業

北九州市と連携して、関門地域をアジア諸国の映画・ドラマの撮影場所として誘致し、インバウンドの

回復を図る。

豊北地区集客施設（道の駅北浦街道豊北）において、浄化槽の新設及び既設浄化槽撤去等を

行う。

　［継続費］（Ｒ３～Ｒ４）　１２３,０００千円

令和２年度に策定した火の山地区観光施設再編整備基本構想に沿って、令和４年度は以下の事

業を実施する。

　①展望デッキデザインコンペ　②ロープウェイ駅等アスベスト調査　③費用対効果分析

　④山麓測量　⑤基本計画策定　⑥立体駐車場泡消火設備改修

令和４年度 令和３年度
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建設部
第１章　魅力あふれる人・文化を育み、いきいきと交流するまち

第４節　連携・交流の推進

（３）人口定住の促進 《住宅政策課》

移住者向け住宅購入支援事業 20,000 20,000

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度

人口定住につながる住宅の確保を官民で助成する。特に居住誘導区域内、子育て世帯、三世代同

居・近居世帯に対しては手厚い支援を行う。

第４章　美しく潤いのある自然やまちなみと人が共生するまち

第４節　住環境の整備

（１）公営住宅等の整備 《住宅政策課》

公営住宅等ストック総合改善事業 250,903 235,000

－ 公営住宅等エレベーター設置事業 (156,100) (23,900)

白雲台団地公営住宅等整備事業（１期） 687,700 853,073

白雲台団地公営住宅等整備事業（２期） 8,880 5,170

拡 下関駅周辺地区市営住宅等団地再生業務 34,570 101

住宅家賃等納付勧奨業務 11,111 17,795

（２）安全・安心な住環境の整備 《住宅政策課》

空き家対策業務 28,876 26,886

－ 危険家屋除却費補助金 (14,000) (14,000)

－ 空家等跡地活用促進事業補助金 (3,500) (5,500)

－ 空き家居住促進改修補助金 (2,400) (2,400)

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度

公営住宅等の住環境の向上を目的として、既存住棟へエレベーターを設置する。

設置住宅：長府前八幡（２）Ｒ１　［継続費］（Ｒ３～Ｒ４）１８０,０００千円

白雲台団地公営住宅（Ｒ１棟～Ｒ３棟）について、ＰＦＩ（ＢＴ）方式による建替事業を行

う。　Ｒ４　建設工事、本移転

白雲台団地公営住宅（Ｒ４棟～Ｒ６棟及びＲ９棟）について、ＰＦＩ（ＢＴ）方式による建

替事業を行う。　Ｒ４　アドバイザリー業務委託

［債務負担行為］（Ｒ5～Ｒ８）１,５３４,３７２千円

下関駅周辺地区に位置する市営住宅等の集約建替えを行い、団地の再生を図る。竹崎改良住宅

２号棟から４号棟について、集約建替えに向けた業務（敷地測量、ＰＦＩ導入可能性調査及び

移転支援業務）を行う。

管理不適切で倒壊又は建築材等の飛散のおそれがある危険家屋の除却費用の一部を補助する。

居住誘導区域内において、跡地の活用を伴う空き家の除却に要する費用の一部を補助する。

空き家の売却予定者又は居住予定者等に対して、バリアフリー化や省エネルギー化の改修費を助成す

る。

（上限：重点対象地区 ８０万円／件、その他 ６０万円／件）
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建設部
第４節　住環境の整備

新 － しものせき空き家DＩＹスクール (400)

略式代執行業務 (7,000) (3,290)

住宅・建築物耐震化促進業務 5,036 5,051

民間住宅対策業務 3,153 4,548

－ 住宅浸水対策助成金 (3,000) (3,000)

移住者向け住宅購入支援事業（再掲） 20,000 20,000

令和４年度 令和３年度

空き家の利活用促進策として、空き家の不動産価値を高めることで、未活用の空き家を不動産市場

に流通させることを目的に、DIYワークショップを開催する。

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく略式代執行により特定空家等の解体撤去を行う。

第５章　効率的で活動しやすい都市機能を備えるまち

第１節　市街地の整備

（１）市街地の魅力向上 《道路河川建設課》

新 歩きたくなる道路空間検討業務 10,000

第３節　道路の整備

（２）地域連携道路の整備 《道路河川建設課》

県道整備（県施行負担金） 84,000 84,000

都市計画道路の整備 273,500 438,000

（３）生活道路の整備

市道の整備 《道路河川建設課》 508,177 461,743

緊急自然災害防止対策事業（道路防災） 《道路河川建設課》 248,100 213,700

交通安全施設等の整備 《道路河川建設課》 387,810 289,871

《道路河川管理課》

中心市街地（下関駅～唐戸間）における、居心地がよく歩きたくなるまちづくりに向けた道路空間に

ついて検討を行う。

武久幡生本町線

延行･郷線他、小月小島線、武久町８５号線他、竹崎・園田線、中村長正司線、今出夕ヶ峠

線、宮迫中原線 ほか

高尾･幡生線、大学町・熊野線、椋野・伊倉線、員光･清末線他、山の田中央町８号線、清末西

町３号線、中道線、宇部線 ほか

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度

令和４年度 令和３年度
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建設部

第６章　誰もが安全で安心して暮らせるまち

第３節　道路・橋梁等老朽化対策の推進

（１）道路・橋梁等老朽化対策の推進 《道路河川建設課》

道路メンテナンス事業（道路維持費） 544,916 167,620

－ 日本セレモニーウォーク（下関駅前人工地盤）昇降機改修事業（第１工区） (418,056) (62,920)

新 － 日本セレモニーウォーク（下関駅前人工地盤）昇降機改修事業（第２工区・第１期） (13,460)

道路メンテナンス事業（橋りょう維持費） 476,650 471,980

－ 橋梁長寿命化 (373,650) (353,980)

－ 橋梁定期点検 (103,000) (118,000)

シーモール前 エスカレーター撤去　エレベーター、階段設置

グリーンモール前 エスカレーター撤去　エレベーター、階段設置

［継続費］（Ｒ３～Ｒ５）　５５１,２５０千円

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度

バスターミナル前 エスカレーター撤去　エスカレーター、階段設置

［継続費］（Ｒ４～Ｒ５）　２０１,０００千円

第３節　道路の整備

新 － 生活道路の抜け道対策事業 《道路河川建設課》 (6,000)

新 － 安岡富任６号線・２８号線交通安全施設等整備調査検討業務 《道路河川建設課》

(3,000)

市道の維持管理 《道路河川建設課》 349,289 242,134

《道路河川管理課》

拡 － 市道重点改修事業 (152,750) (43,000)

新 － 雑草対策推進事業 (7,000)

私道整備助成 《道路河川管理課》 1,000 1,000

－ 私道舗装等工事費補助金

拡 視覚障害者誘導ブロック改良事業 《道路河川建設課》 10,530 5,000

令和４年度 令和３年度

通学路など、より効果の高い箇所の防草工事を実施することにより、維持管理経費の削減を図る。

市道に設置している視覚障害者誘導ブロックで、連続性が保たれていない箇所などの改良を行う。

【ふるさとしものせき応援基金活用事業】

幹線道路からの抜け道となっている生活道路の速度抑制対策を行い、市民の安全・安心を確保す

る。

安岡地区複合施設の整備により、交通量の増加が想定される市道整備の調査検討を行う。

下関市道路維持修繕計画に基づき、損傷が著しく幾度も応急的な補修を行っていた路線において、

舗装の全面打ち換えなどの計画修繕を行い、道路の健全度を高め、市道の適正管理を図る。
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建設部

第８章　人のつながりを大切にし、地域の力が活きるまち

第４節　行財政の健全化

（１）行財政改革の推進

新 建築職員スキルアップ事業 《公共建築課》 600

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度

建築士の確保及び公共工事の適正化を図るため、本市建築職員が資格取得（建築士）に向けた

取組に係る費用の一部を助成する。

第６節　河川・海岸環境の整備

（１）河川環境の整備

新 洪水ハザードエリア周知事業 《道路河川管理課》 2,000

普通河川新設改良事業 《道路河川建設課》 11,100 11,090

緊急自然災害防止対策事業（河川改修） 《道路河川建設課》 153,000 100,000

水路改良事業 《道路河川建設課》 11,000 15,800

浸水対策事業 《道路河川建設課》 103,800 104,200

緊急浚渫推進事業 《道路河川管理課》 139,700 279,400

急傾斜地崩壊対策事業 《道路河川建設課》

－ 小規模急傾斜地崩壊対策事業 118,142 35,700

－ 県施行負担金 41,000 41,000

－ がけ崩れ災害緊急対策事業 10,000 10,000

令和３年度に改定した洪水ハザードマップは、「災害発生前にしっかり勉強する場面」と「災害時に緊

急的に確認する場面」双方で使用することとなるため、使用方法について説明会を開催する。

後田町９号線、勝山一の宮本町１０号線、小月・清末地区水路網調査及び浸水対策工法検討

土砂堆積や樹木等の繁茂により、断面が著しく阻害され、通水機能が低下している河川について、浚

渫工事を実施する。馬渡川ほか１１河川。

彦島本村町（一）（１３）、長府安養寺（一）（９）

令和４年度 令和３年度
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都市整備部

第４章　美しく潤いのある自然やまちなみと人が共生するまち

第２節　良好な景観の形成

（１）景観形成の推進 《都市計画課》

都市景観形成推進業務 5,694 5,517

－ 下関市景観計画､花とみどりのまちづくり及び夜間景観形成の推進 (4,444) (4,267)

－ 夜の景観照明事業補助金（下関駅周辺イルミネーション設置） (1,250) (1,250)

（２）屋外広告物の規制の推進 《都市計画課》

屋外広告景観推進業務 4,363 3,859

－ 屋外広告物条例に基づく屋外広告物の規制

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度

第５章　効率的で活動しやすい都市機能を備えるまち

第１節　市街地の整備

（１）市街地の魅力向上 《市街地開発課》

新 竹崎町四丁目地区優良建築物等整備事業 48,200

日和山公園周辺地区市街地整備事業 39,428 22,400

民間事業者による優良建築物等整備事業に対し、建設費用の一部を助成することで、都市機能と

居住機能のバランスの取れた都市拠点を形成し、駅周辺におけるにぎわいの創出を図る。

令和３年度に策定した「まちづくりの基本構想」に基づき、調査、検討を進めた地区内公共施設

（区画道路）の計画を実現するため、事業化に向けた調査・詳細設計を行い、地区住民と事業の

合意形成を図る。　R４ 詳細設計

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度

第１章　魅力あふれる人・文化を育み、いきいきと交流するまち

第１節　文化・スポーツの振興

（２）スポーツ活動の推進及び環境の整備・充実 《公園緑地課》

新総合体育館整備事業（体育施設再編） 8,858 253,000

第２節　観光・レクリエーションの振興

（１）にぎわい観光都市づくり 《公園緑地課》

拡 オーヴィジョン海峡ゆめ広場再整備事業 34,200 3,000

令和４年度 令和３年度

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度

オーヴィジョン海峡ゆめ広場の芝生化を行うとともに、公募設置管理制度（Ｐａｒｋ－ＰＦＩ）を

活用し、民間活力を活用した飲食・物販機能を有する公園施設の整備を目指す。

　Ｒ４ 鉄塔撤去工事

ＰＦＩモニタリング　Ｒ６.８月供用開始予定

［債務負担行為］（Ｒ４～Ｒ６）　２３,０００千円
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都市整備部
第１節　市街地の整備

入江町周辺地区土地区画整理事業検討業務 9,000 11,400

（２）持続可能な都市空間づくり

まちなか再生宅地開発補助金 《都市計画課》 2,000 2,000

サイクルタウン下関構想推進事業 《交通対策課》 4,946 5,027

新 中心市街地都市づくり基本方針策定業務 《都市計画課》 5,000

新 高規格道路に係る彦島地区土地利用基本構想策定業務 《都市計画課》 3,000

新 都市計画基礎調査 《都市計画課》

15,000

地籍調査の推進（本庁･菊川･豊田･豊北地域） 《都市計画課》 100,848 101,926

第２節　公共交通の整備

（１）バス交通等 《交通対策課》

生活バス運行事業 50,721 58,629

地方バス路線維持費補助金 200,000 200,000

廃止路線代替バス運行費補助金 92,000 92,000

新 バス利用環境整備促進事業費補助金 28,200

新 山口宇部空港二次交通対策支援事業 14,600

第３節　道路の整備

（１）広域交通連絡網の整備 《都市計画課》

高規格幹線道路の整備 2,150 1,500

関門海峡地域連携共同調査費負担金等

居住誘導区域内に住居の誘導を図り、まちなか再生を推進するため、宅地開発を行う民間事業者に

対し、開発費の一部を助成する。

自転車の放置禁止･抑制区域を巡回し、撤去、保管、返還を行う。

令和３年度に実施した「まちづくり基本調査」において、土地区画整理事業が有効な事業手法であ

るとされた区域において、Ｒ４年度は区画整理事業調査を実施し、区画整理設計等を行い、基本

計画を作成する。

中心市街地の「にぎわい創出」、「回遊性の向上」、「まちなか再生」を促進するため、下関市都市計

画マスタープランに基づき当地域における都市づくり基本方針を策定する。

下関北九州道路等の計画にマッチした彦島地区の既存ストックの活用や中心市街地へのアクセス性

の向上を図ることを目的に、将来のまちづくり像について道路網の再検討などを行う。

現在、決定している都市計画の妥当性の検証及び都市計画の変更に必要となる基礎調査で、概ね

５年毎に行っている。令和４年度は、該当年度となっているため調査を実施する。

「下関市地域公共交通再編実施計画」に基づき、利用ニーズに即したバス路線の再編や事業者の採

算性向上を進めるため、バス事業者に対し、小型バスの購入費用の一部を助成する。

廃止されたバス路線「下関～山口宇部空港線」の代替交通確保のため、山口宇部空港利用促進

振興会が実施する乗合タクシーの自走化に向けた取組に対して、県と協調して経費の一部を助成す

る。

令和４年度 令和３年度

令和４年度 令和３年度

令和４年度 令和３年度
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都市整備部

第８章　人のつながりを大切にし、地域の力が活きるまち

第４節　行財政の健全化

（１）行財政改革の推進 《市街地開発課》

安岡地区複合施設整備事業 44,800

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度

安岡地区に図書館、コミュニティ施設、支所等が一体となった複合施設を整備する。

　Ｒ４　契約締結　［債務負担行為］（Ｒ４～Ｒ２１）　３,１００,０００千円

第３節　道路の整備

（２）地域連携道路の整備 《都市計画課》

国道等整備促進 1,572 1,722

第４節　公園・緑地の整備

（１）公園の整備及び保全 《公園緑地課》

乃木浜総合公園整備事業 101,400 73,500

－ 野球場、園路等の整備

乃木浜総合公園グラウンド・ゴルフ場運営事業 10,165 10,325

新 リフレッシュパーク豊浦リニューアル事業 30,000

公園照明ＬＥＤ化整備事業 2,706 1,564

新 みんなの公園魅力向上事業 68,000

（２）都市緑化の推進 《公園緑地課》 4,031 4,038

－ 緑化祭の開催

多くの方々に積極的に公園を利用していただける環境づくり、魅力づくりを行うために樹木の伐採等や

公園施設の補修等を行う。

下関市一般国道建設整備促進期成同盟協議会運営等

老朽化の著しい園路や大型複合遊具の改修と園内樹木の伐採・剪定を行う。また、オートキャンプ・グ

ランピング事業を推進するため、事業計画地に電気及び水道設備等のインフラを整備する。

市内公園の水銀灯について、電気使用量が少ないＬＥＤ電灯にリースにより交換する。

［債務負担行為］（Ｒ４～Ｒ１３）　２９,７１０千円

令和４年度 令和３年度

令和４年度 令和３年度

第６章　誰もが安全で安心して暮らせるまち

第１節　生活安全の推進

（３）交通安全対策 《公園緑地課》

新 街路樹車両交通安全対策事業 10,000

歩道に植栽した街路樹のうち、肥大化し、車両の通行の妨げとなる樹木がないか調査し、危険木が

発見された場合は、せん定・間伐等を実施する。

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度
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港湾局
第１章　魅力あふれる人・文化を育み、いきいきと交流するまち

第３節　みなとのにぎわいの創出

（１）人々が憩うみなとづくり

下関港ウォーターフロント開発推進事業 《経営課》 39,000 10,000

客船誘致 《振興課》 42,328 44,186

－ 安全安心なクルーズ客船受入環境構築事業 (25,500) (23,300)

－ 地域連携を軸としたクルーズ誘致活動強化事業 (6,000) (6,000)

あるかぽーとエリア及び岬之町エリアを中心とした関門海峡沿いのウォーターフロントエリアを開発整備す

る。

　①新たな交流拠点施設を誘致するため、民間事業者の公募を実施し、選定評価を行う。

　②岬之町地区フェンス新設・撤去、照明設備等の撤去を行う。

　③新たな交通システム導入に係る調査検討を行う。

令和５年度の国際クルーズ拠点港の運用開始後、クルーズ客船の寄港回数増加に向けて、関門地

域をはじめとする関係機関と連携し、安全安心で魅力ある寄港地観光を造成するなど、効果的なク

ルーズ客船誘致活動を実施する。

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度

第５章　効率的で活動しやすい都市機能を備えるまち

第２節　公共交通の整備

（３）海上交通 《経営課》

離島航路（六連島航路・蓋井島航路） 171,866 163,363

六連丸係留施設整備事業 59,000 16,000

第６節　港湾の振興

（１）使いやすいみなとづくり

国直轄事業負担金 《経営課》 589,500 720,000

－ 新港地区（クルーズ専用岸壁、泊地浚渫、護岸改良）

新港地区ふ頭用地整備事業 《施設課》 561,000 562,000

老朽化が著しい、係留施設（浮桟橋、渡橋）を新たに整備する。

［債務負担行為］ （Ｒ５） ７６,０００千円

官民連携による国際クルーズ拠点港の運用開始に向けてふ頭用地の整備を行う。

［継続費］（Ｒ１～Ｒ４）２,５００,０００千円

令和４年度は、地盤改良・舗装・照明設備整備を実施。

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度

令和４年度 令和３年度
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港湾局
第６節　港湾の振興

港湾施設整備事業 《施設課》 618,100 591,650

－ 本港地区（保安対策）

－ 長府地区（航路浚渫、岸壁改良）

－ 長府（王司）地区（船だまり泊地埋没浚渫）

－ 西山地区（防波堤改良）

－ 新港地区（駐車場、保安対策）

－ 下関港港湾管理者情報システム再構築業務 (63,000) (27,600)

環境整備事業 《施設課》 319,600 313,400

－ 新港地区、東港地区（緑地）

新 本港ふ頭用地整備事業 《施設課》 123,000

長府地区ふ頭用地整備事業 《施設課》 25,400 50,800

本港地区上屋改修事業 《施設課》 9,500 15,900

旅客上屋整備事業（空調設備改修） 《施設課》 20,000 18,000

県管理港整備（県施行負担金） 《経営課》 28,000 32,000

－ 豊北地区（角島港物揚場改築等）

航路誘致・集貨対策 《振興課》 15,071 15,176

下関港長州出島利用促進補助金 《振興課》 2,000 2,000

下関港利用トライアル補助金 《振興課》 6,000 4,000

下関港くん蒸待機費用補助金 《振興課》 1,500 1,500

新港地区成功報酬型土地売却仲介業務 《経営課》 19,646 15,000

（２）災害に強いみなとづくり 《経営課》

国直轄事業負担金 100,000 25,000

－ 本港地区（岸壁（－１０ｍ）耐震化）

港湾管理者情報システムの再構築を行う。

港湾施設の再編、機能強化による利活用の促進に向けた、ふ頭用地整備を行う。また、老朽化した

可動橋・人道橋の改修を行う。

荷役用及び保安用照明設備の老朽化に伴う灯具の更新（ＬＥＤ化）

上屋内照明設備の老朽化に伴う灯具の更新（ＬＥＤ化）

新たな物流ルートの構築・効果検証を行うためのトライアル輸送や航路の就航に係る経費の一部を補

助し、他港又は航空輸送からの転換による下関港の利用拡大を図る。

当日くん蒸に係る経費の一部を助成し、くん蒸貨物の利用拡大を図る。

長州出島の産業振興用地の早期売却を進めるため、民間企業の情報量とネットワークを活用した

「成功報酬型土地売却仲介業務」を委託する。

令和４年度 令和３年度
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港湾局
第６章　誰もが安全で安心して暮らせるまち

第６節　河川・海岸環境の整備

（２）海岸環境の整備・保全

海岸保全施設整備事業 《施設課》 131,200 127,100

－ 山陽（王司）地区海岸保全施設（堤防）、山陽地区樋門

下関港海岸直轄事業 《経営課》 550,000 550,000

－ 長府・壇ノ浦～山陽地区：護岸改良、胸壁設置、取付護岸工

県施行負担金

－ 豊浦地区（小串港　測量、漂砂解析） 《経営課》 3,300

令和３年度

当初予算額（千円）

令和４年度
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総合支所
第１章　魅力あふれる人・文化を育み、いきいきと交流するまち

第２節　観光・レクリエーションの振興

（１）にぎわい観光都市づくり

地域再生・機能強化事業 《各総合支所》 10,400 9,269

－ 菊川町地域再生計画策定業務 《菊川総合支所》 (105) (397)

新 － 菊川地域田園環境づくり推進事業 《菊川総合支所》 (509)

新 － とよた遊空間事業 《豊田総合支所》 (2,250)

－ 豊浦地域［川棚温泉エリア］再生計画策定プロジェクト 《豊浦総合支所》 (300) (6,959)

新 － 響灘・厚島展望公園整備事業 《豊浦総合支所》 (1,900)

－ 川棚温泉ランバイク大会 《豊浦総合支所》 (800) (800)

新 － 海士ヶ瀬公園環境整備 《豊北総合支所》 (500)

－ 角島灯台ライトアップ 《豊北総合支所》 (420) (420)

ほたるサミット下関開催業務 《豊田総合支所》 3,000 3,000

新 新たな生活様式アウトドア環境整備事業 《豊田総合支所》 7,100

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度

豊田湖畔公園施設の改修を実施　【ふるさとしものせき応援基金活用事業】

　○一般テントサイトの整備　○宿泊棟ケビンの外壁塗装、手摺等補修　○憩いの場安全対策

地域の再生のため、総合支所が独自の施策を実施するための経費を計上。

菊川地域において住民を委員とする会議を開催し、「田園都市型まちづくり」を目指した地域再生計

画の策定に向けた取組を行う。

豊かな自然環境、良好な営農環境と調和した、安全・快適でやすらぎのある住環境の形成を目的と

した「田園環境づくり」の取組の一つとして、菊川ベルちゃん体育館前広場を芝生化する。

豊田を遊びの空間とした、地域内の観光地や観光施設等を活用した周遊型・体験型スタンプラリーイ

ベントや豊田湖畔公園野遊び空間整備事業により整備したアスレチック遊具のプレオープンイベントを

実施する。

豊浦地域の［川棚温泉エリア］を拠点に活動する住民を委員とする会議を開催し、地域再生計画

の策定に向けた取組を行う。

公園の整備（植栽整備、オブジェ撤去、駐車場区画線引直し、カメラスタンド設置）

公園の整備（公園内及び展望台周辺の除草、竹林等の伐採）

ホタルに関する取組を積極的に行っている６市町が、ホタルの保護や自然環境保護等に関する取組

を全国に発信するために実施するサミットを下関市で開催する。令和３年度延期事業
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教育委員会
第１章　魅力あふれる人・文化を育み、いきいきと交流するまち

第１節　文化・スポーツの振興

（１）芸術文化活動の推進及び環境の整備・充実 《美術館》

展覧会開催業務 19,955 18,657

（３）文化財の保護活動の推進 《文化財保護課》

史跡前田砲台跡保存整備事業 28,761 28,884

長門鋳銭所跡出土遺物保存活用 1,594 1,600

文化財愛護普及業務 8,402 9,436

文化財総合調査 13,614 2,000

新 － 日本遺産フェスティバルin関門 (10,465)

川棚のクスの森枯損対策 1,727 1,727

新 長府毛利家遺品公有化記念特別図録制作 3,795

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度

日本遺産に認定されている団体が、一堂に会する日本遺産フェスティバルを下関・北九州の両市で開

催する。　開催日 令和４年１０月２９、３０日

国指定天然記念物「川棚のクスの森」について、専門家の指導・助言を求めつつ、樹勢回復等のため

の対策を講じる。

Ｈ２８年度～Ｒ３年度にかけ公有化した下関市指定文化財長府毛利家遺品を展示する企画展

に併せて、事業完了を記念した図録を制作する。

山水画と風景画のあいだ（2022.8.20～10.16）

ビアズリーの系譜（2022.11.19～2023.1.29）ほか

長門鋳銭所の「和同開珎」鋳造関係遺物について、整理検討を行い、出土木簡の保存処理等を行

う。

北九州市と連携し､日本遺産として認定を受けた「関門海峡」をテーマとしたストーリーの活用、推進を

行う。
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教育委員会
第３章　みんながともに学び、ともに楽しむ、人を育てるまち

第２節　一人ひとりの生き抜く力の育成

（１）確かな学力の育成

学力向上推進事業 《教育研修課》 6,621 6,244

－ 学力調査等

外国語指導助手招致 《教育研修課》 47,845 67,127

小･中学校ＩＴ推進 《学校支援課》 150,872 165,876

（２）豊かな心の育成

生徒指導､いじめ防止､不登校対策 《学校教育課》 53,203 54,696

拡 学校司書の配置 《教育研修課》 56,318 28,949

しものせき 夢冒険 チャレンジキャンプ 《生涯学習課》 1,000 1,000

（３）健やかな体の育成 《教育研修課》 6,260 7,474

体育連盟補助金（陸上記録会､選手派遣等）

（４）子どもたちの状況に応じたきめ細かな教育の推進 《学校教育課》 131,158 135,713

特別支援教育支援員配置

第３節　学校の教育力の向上

（１）学校の組織力の向上 《学校教育課》

指導主事の配置（１８人） 150,000 156,103

（２）教職員の指導力の向上 《教育研修課》

教職員研修 5,971 5,318

（３）教育環境の整備

適正規模･適正配置事業 《教育政策課》 3,353 3,193

－ 小･中学校の適正規模･適正配置の推進

スクールバス運営業務 《学校教育課》 53,180 45,351

新 － スクールバス更新事業 (8,088)

ＡＬＴを配置し、小･中・高等学校で英語教育に関する授業や研修等を行うとともに、英語指導力

を身につけた教員を育成する。

学校が本来の教育活動に専念できるようサポート体制を整備し、いじめ・不登校・問題行動等の学校

だけでは解決困難な事案に対し、ガイダンスアドバイザー、カウンセリングアドバイザー、スクールソーシャル

ワーカーの派遣、教育支援教室「かんせい」、「あきね」の運営等を行う。

学校司書を小・中学校に配置することにより、心身の成長過程に応じた読書活動のさらなる充実を図

る。　　１０人→２０人

自然の中での失敗や未知の経験をすることで、生き抜く力を身につけることを目的とし、野外活動プロ

グラムを実施する。　　市内在住小学４～６年生　５０名程度　キャンプ

特別な支援が必要な児童･生徒が在籍する各学校に特別支援教育支援員を配置して､児童･生徒

の介助や個別の支援が必要な児童･生徒への学習指導､生活指導の充実を図る。

豊田教育支所所管のスクールバス１台（２９人乗り）を更新する。

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度

令和４年度 令和３年度
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教育委員会
第３節　学校の教育力の向上

学校施設長寿命化事業（大規模改修） 《学校支援課》 36,800 30,000

小・中学校メンテナンス推進（維持管理適正化） 《学校支援課》 79,500 70,200

小・中学校メンテナンス推進（教材充実化） 《学校支援課》 8,000 7,300

学校施設長寿命化事業（予防保全） 《学校支援課》 85,500 88,300

ＧＩＧＡスクール構想推進事業（端末整備等） 《学校支援課》 45,505 47,947

ＧＩＧＡスクール運営支援センター整備事業 《教育研修課》 19,545 9,900

小・中学校体育館照明ＬＥＤ化事業 《学校支援課》 28,600 38,500

菊川中学校体育館建替事業 《学校支援課》 291,300 31,200

学校トイレ快適化事業 《学校支援課》

125,000 30,000

新 蓋井地区中学校開校 《教育政策課》 64,965

《学校支援課》

遠距離通学･離島通学援助 《学校教育課》 10,000 9,600

就学援助（給食費や学用品費等の援助） 《学校教育課》 310,000 341,000

特別支援教育就学奨励 《学校教育課》 15,000 15,600

私立中学校、高等学校教育振興補助金 《学校教育課》 7,000 7,000

私立専修学校教育条件整備費補助金 《教育政策課》 700 600

第４節　社会全体の教育力の向上

（１）地域の教育力の向上 《生涯学習課》

青少年健全育成業務 5,894 5,941

－ 二十歳を祝う会、青少年団体助成等

青少年補導センター運営 19,559 19,864

耐震基準を満たしていない菊川中学校体育館について、規模を縮小して新築建替を行う。

［継続費］（Ｒ３～Ｒ４）　２６５,５００千円　Ｒ４ 建替・解体工事

児童・生徒の安全を確保するとともに長寿命化を図るため、学校施設の補修等を実施する。

国が定めた「ＧＩＧＡスクール構想の実現」のために児童生徒・指導者に配布されたタブレット端末を

運用する。

学校現場におけるＩＣＴ機器導入に伴う、運用に関するサポート体制の構築

小・中学校体育館の高天井照明器具のＬＥＤ化工事を実施する。

老朽化により劣化した学校施設の長寿命化のため、実施設計及び長寿命化調査を実施する。

　Ｒ４ 勝山中

　［債務負担行為］　仮校舎リース　　　　　　（Ｒ５～Ｒ８）　２１０,６００千円

　　　　　　　　　　校舎（１１）改修工事　（Ｒ５～Ｒ６）　７１６,０００千円

令和４年度 令和３年度

令和４年度 令和３年度

蓋井島での継続的な学びの場を保証するため、島内に中学校を開校する。　Ｒ５年度 開校予定

　　「債務負担行為］　教職員住宅リース　（Ｒ５～Ｒ１５）　１４２,８００千円

小・中学校トイレの洋式化、乾式化、内装改修等を行う。　Ｒ４ 向井小、安岡中
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教育委員会
第４節　社会全体の教育力の向上

（２）学校・家庭・地域の連携

拡 コミュニティ・スクール推進事業 《教育研修課》 12,212 9,055

学校・家庭・地域の連携協力推進事業 《生涯学習課》 12,856 13,391

第５節　生涯を通じた学ぶ機会の提供

（１）図書館の充実 《中央図書館》

図書館運営業務 310,543 310,634

（２）生涯学習の推進 《生涯学習課》

公民館学級開催 5,976 6,241

公民館管理運営業務 182,848 185,691

生涯学習施設管理運営業務 248,088 350,892

新 － 社会教育施設WiーＦi環境整備事業 (12,500)

新 － 菊川ふれあい会館屋上防水工事 (23,000)

（３）芸術・学術文化活動の推進

美術館管理運営 《美術館》 154,247 106,401

　 － 展覧会開催業務（再掲） (19,955) (18,657)

新 － 美術館施設改修 (54,000)

博物館等管理運営 《文化財保護課》 214,375 215,235

新 － 土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム多目的トイレ修繕 (1,000)

歴史博物館、東行記念館、考古博物館、烏山民俗資料館、土井ヶ浜遺跡･人類学ミュージアム、

豊北歴史民俗資料館、豊田ホタルの里ミュージアム

人類学ミュージアムの多目的トイレをリニューアルする。　【ふるさとしものせき応援基金活用事業】

オンライン講座・ウェブ会議等の開催需要に対応して、社会教育施設の一部諸室にWiーＦi環境を整

備する。　生涯学習プラザ、公民館（８館）、菊川ふれあい会館、豊田生涯学習センター

老朽化した美術館設備を改修する。（電気設備、照明設備、監視カメラ等警備設備）

中央図書館、長府図書館、彦島図書館、菊川図書館、豊田図書館、

豊浦図書館、豊北図書室

生涯学習プラザ、生涯学習センター、ふれあいセンター、学習等供用会館、ふれあい会館

令和４年度 令和３年度

令和４年度 令和３年度

きめ細かな教育を展開していくために、地域の人々とめざす子ども像を共有し、一体となって子どもたち

を育てていくことができる学校づくりを推進する。新たに「地域学校協働活動」の取組みを導入する。



８ 各部局別 施策の概要

88

消防局
第６章　誰もが安全で安心して暮らせるまち

第１節　生活安全の推進

（１）消防・防災機能の強化

消防車両整備 《警防課》 102,520 47,540

救急業務高度化 《警防課》 42,774 76,293

火災予防業務 《予防課》 10,748 10,682

－ 防火指導、立入検査、住宅用火災警報器の設置促進

消防団充実強化 《警防課》 114,356 91,895

－ 安全装備品等 (4,856) (5,269)

－ 消防団車両等更新整備 (55,500) (13,600)

－ 消防機庫改築等 (54,000) (71,600)

水難救助高度化事業 《警防課》 2,386 2,635

小月分団第１部消防機庫改築等

水難救助業務に従事する潜水士の養成を行い、水難救助体制の充実強化を図る。

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度

小型動力ポンプ付水槽車を更新整備するとともに、「消防自動車の安全基準」に基づき、はしご付消

防自動車のオーバーホールを実施する。

高規格救急自動車を１台更新整備するとともに、救急救命士（２人）、指導救命士（１人）の

養成等を行う。

小型動力ポンプ４台、消防ポンプ自動車２台、小型動力ポンプ軽積載車３台を更新整備、自走

式搬送車を１台新規配備

ボートレース企業局
第１章　魅力あふれる人・文化を育み、いきいきと交流するまち

第２節　観光・レクリエーションの振興

（４）ボートレース事業の振興 《ボートレース事業課》

ボートレース事業 143,882,492 121,508,229

－ ＧⅡ全国ボートレース甲子園（７月）

－ ＧⅠ開設６８周年記念競走（１２月）　ほか

－ 第２副審棟改築事業　ほか (594,000)

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度
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上下水道局
第６章　誰もが安全で安心して暮らせるまち

第４節　上水道の整備

（１）上水道の整備等

長府浄水場更新事業 《浄水課》 214,973 38,485

水道施設の耐震化事業 《上水工務課》 1,279,703 1,048,375

－ 熊野配水場場内管路耐震化工事

水道施設の老朽施設更新事業 《上水工務課》 141,779 743,103

《北部事務所》

第５節　下水道等の整備

（１）下水道等の整備

下水道施設の未普及対策事業 《下水道整備課》 2,191,300 1,995,594

《北部事務所》

－ 吉見、前田、王喜、吉田処理分区管渠布設工事

　（整備面積 31.8ha、整備延長 5.6km）

下水道施設の改築・耐震化事業 《下水道施設課》 423,734 226,096

《北部事務所》

浸水対策事業 《下水道整備課》 440,651 293,445

　（整備面積　3.7ha、整備延長　871ｍ）

－ 事前調査、設計、周辺影響調査、公民連携支援業務等

当初予算額（千円）

令和４年度 令和３年度

令和４年度 令和３年度

令和４年８月に事業契約締結後、事前調査業務等を実施、早期の工事着手を目指す。

［債務負担行為］(Ｒ４～Ｒ２６)　２８，０７０，４５８千円

－ 大学町～川中豊町間配水管耐震化工事等　（更新延長　2,632ｍ）

－ 山陰終末処理場機能増設工事（水処理機械設備、電気設備）

－ 東部、彦島江の浦、綾羅木、豊浦、小月排水区等浸水対策工事

［継続費］（Ｒ４～Ｒ５）７３７，０００千円

－ 長府浄水場～日和山浄水場間送水管布設工事（更新延長　82ｍ）

－ 楢原浄水場更新事業（天日乾燥床築造及び造成整備工事等）

－ 管渠・マンホール改築（筋ヶ浜、彦島、山陰処理区）（更新延長　1,566ｍ）

－ 計測設備改築実施設計等（筋ヶ浜、彦島、山陰、山陽処理区）
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パッケージ①
リノベーションまちづくりを活用した
新たな人通り創出モデル事業

R2～R4年度

パッケージ②
海外戦略 in  New Normal Ｒ３～Ｒ５年度

地域の元気の創造や、新たなヒト・モノの流れの創出などの
地方創生施策推進のため、様々な観点から地域再生計画を策定し、

国庫補助を活用しながら各種施策を実施します。

（単位：千円）（以下同じ）

R2 R3 R4

○ リノベーションまちづくりを活用したエリア再生事業 14,000 15,000 15,000

エリアビジョン推進室 14,000 15,000 15,000

パッケージ　計 14,000 15,000 15,000

区分・事業名
事業費

リノベーションまちづくり啓発、公共的空間等を活用した社会実験、空き物

件ツアー等、複業者等開業支援、管理運営業務

R3 R4 R5

○下関オンラインツアーtoリアルツアー事業 9,000 8,000 8,000

観光政策課 3,000

振興課 3,000 3,000 3,000

同上 1,500 1,500 1,500

同上 1,500 1,500 1,500

観光政策課 2,000 2,000

○下関地域商社／海外販路開拓支援事業 12,900 17,400 19,650

産業振興課 800 800 800

同上 3,600 3,600

同上 4,400

同上 6,900 4,450

同上 7,400 12,900

同上 1,600 1,200 1,500

パッケージ　計 21,900 25,400 27,650

区分・事業名

ホームページ運営

商社機能育成に係る商談会

商社機能実証実験

越境EC商談会・バイヤー招聘

海外マーケティング・商談会開催

事業費

オンラインツアー用映像制作業務

地域連携による観光ツアー造成委託

地域連携による商談会出展事業

地域連携によるセミナー実施

オンラインツアー、プロモーション、モニターツアー等実施

専門家招聘
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パッケージ③
デュアルライフプロジェクト
～スマートシティ実現に向けたファーストステージ～

Ｒ３～Ｒ５年度

R3 R4 R5

○移住受入環境改善による人材の発掘・確保 13,071 14,976 16,122

企画課 6,000 8,000 8,000

広報戦略課 2,285 2,285 2,285

農業振興課 4,786 4,691 5,837

首都圏等相談会 同上 786 691 1,186

あぐりチャレンジ推進事業 同上 1,000 1,000 1,651

新規就農者受入体制整備事業 同上 3,000 3,000 3,000

○新たな観光戦略による関係人口の拡大 2,500 4,500 7,000

観光政策課 1,500 2,500 3,000

同上 1,000 2,000 4,000

○就業環境改善による人材の発掘・確保 49,900 47,400 54,748

産業立地・

就業支援課
4,000 1,500 2,000

同上 5,000 5,000 10,000

同上 5,000 5,000 5,000

同上 8,400 8,400 8,400

子育て政策課 27,500 27,500 29,348

○人材の育成強化 47,400 47,400 52,000

企画課 10,000 10,000 10,000

産業立地・

就業支援課
20,000 20,000 20,000

産業振興課 6,000 6,000 6,000

同上 7,000 7,000 7,000

水産振興課 4,400 4,400 6,000

企画課 3,000

パッケージ　計 112,871 114,276 129,870

区分・事業名

クラウドファンディング支援事業

新ショート・トワイライトステイ事業

大学によるデジタル人材育成プロジェクト

しものせき未来創造jobフェア等開催事業

事業費

地域資源活用促進事業

就業機会創出事業

移住相談窓口（各種情報・施策のネットワーク、お試し暮らし）

チャットボットを活用した移住相談窓口強化

就農円滑化対策事業

ワーケーション推進事業

体験型観光コンテンツ育成事業

サテライトオフィス誘致事業

サテライトオフィス等環境整備事業

若者の地元就職支援事業

立地企業成長モデル事業

水産物プロモーション事業
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パッケージ④
海・山・人が織りなす
観光地の未来創造事業（長門市・美祢市との連携事業）

パッケージ⑤
人の流れや投資を呼び込む
「新たな都市ブランディング」推進事業（北九州市との連携事業）

Ｒ３～Ｒ５年度

Ｒ３～Ｒ５年度

R3 R4 R5

○広域地域資源の再構築 3,494 2,900 650

スポーツ振興課 3,494 272 50

同上 500

同上 100

同上 2,628

○アウトドアスポーツのブランディング 10,000 5,100 10,000

スポーツ振興課 10,000

同上 5,100

同上 10,000

○サイクル環境の整備とアウトドアスポーツ拠点の整備 2,000 2,000 3,500

スポーツ振興課 2,000

同上 2,000 1,500

同上 2,000

パッケージ　計 15,494 10,000 14,150

ジャパンエコトラックを活用した情報発信業務

区分・事業名
事業費

ブランドの調査、構築、ツール作成

ブランド情報の発信、オリジナルイベントの実施

Webサイト構築、情報発信、オリジナルイベント開発・実施

豊田湖畔公園キャンプ場のイベント開催、環境整備

サイクルルートの設定

体験講座及びイベントの実施

ジャパンエコトラック認定業務（アウトドアスポーツ広域協議会負担金）

ジャパンエコトラックルート情報ガイドブック作成業務等

ジャパンエコトラックルート情報店舗設置

９ 地方創生推進交付金 活用事業

R3 R4 R5

〇関門連携による国内外映画・テレビドラマ作品を通じたブランド向上事業 0 1,700 1,700

観光政策課 900 900

同上 800 800

パッケージ　計 0 1,700 1,700

区分・事業名
事業費

映画等ロケ支援　現地誘致調整　作品公開プレミアムイベント開催

映画等ロケ地誘致支援助成金



95

パッケージ⑥
市民ＱｏＬ向上プロジェクト Ｒ4～Ｒ6年度

９ 地方創生推進交付金 活用事業

R4 R5 R6

〇地域ポータルサイト利用促進事業 17,450 31,400 77,000

企画課 9,250 11,000 12,800

同上 2,300 4,448 4,448

同上 5,000 5,000 5,000

同上 900 952 952

同上 10,000 800

同上 3,000

同上 50,000

〇デジタルデバイド対策事業 0 3,000 0

企画課 3,000

〇産学官連携強化事業 3,600 3,600 3,600

企画課 3,600 3,600 3,600

〇デジタル人材育成事業 3,750 4,800 6,800

企画課 3,000 3,000 5,000

同上 750 1,800 1,800

パッケージ　計 24,800 42,800 87,400

スマートシティ推進協議会アーキテクト活動経費

ハッカソン優秀作品の事業化

民間企業向けDX人材育成プログラムの作成

子育て世帯をターゲットとしたサービスの実証・実装

地域ポイントの活用に向けた検討

ヘルスケア分野におけるサービス実証・実装

障がい者・高齢者等向けサービスの実証・実装

施策構築に向けた調査

PR事業

都市OS運用経費

キャッシュレス決済導入に向けた実証

事業費
区分・事業名
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ボートレース事業収益の使途をより明確に周知するため、
収益を一元管理する基金を新たに設けます。

R4当初予算ではボートレース事業会計から14億円を積み立て、
同額を取り崩し各種施策に活用することとしています。

一般会計 ボートレース
事業会計

事業収益

ボートレース未来基金
（旧 こども未来基金）

繰入れ：14億
一般財源

R3末現在高
11.3億円

【歳出】
基金積立金：14億

【歳入】
基金繰入金：14億

各種施策に活用
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（単位：千円）

国県 地方債 その他 基金 一財

1 市立大学新学部設立（ＤＳ学部） 62,590 60,000 2,590

2 市立大学新学部設立（看護学部） 159,600 150,000 9,600

3 福祉 社会福祉センター整備事業 35,200 30,000 5,200

4 一の宮児童クラブ整備事業 63,400 23,882 33,000 6,518

5 私立保育所等施設整備費補助（みそら保育園） 252,607 224,540 28,000 67

6 火の山地区観光施設再編整備事業 112,500 100,000 12,500

7 ふれあい健康ランド温浴施設改修事業 92,000 92,000 0

8 優良建築物等整備事業費補助金 48,200 24,100 20,000 4,100

9 オーヴィジョン海峡ゆめ広場再整備事業 34,200 30,000 4,200

10 学校トイレ快適化事業 125,000 30,522 45,700 20,000 28,778

11 菊川中学校体育館建替事業 291,300 68,516 123,100 90,000 9,684

充当Ⅰ　合計 1,276,597 371,560 168,800 0 653,000 83,237

12 訪日団受入れ 4,025 4,000 25

13 釜山広域市交換職員派遣 3,358 3,000 358

14 青島市国際交流研修員派遣 2,155 2,000 155

15 小中学生海外派遣 4,701 1,291 3,000 410

16 こども発達センター診療所運営費補助金 15,000 15,000 0

17 こども発達センターどーなつ発達支援事業 24,723 21,000 3,723

18 子育て支援フロア運営業務 15,775 11,765 4,000 10

19 ふくふくこども館管理運営業務 117,036 16,919 140 80,000 19,977

20 新ショート・トワイライトステイ事業 27,500 8,704 10,092 8,000 704

21 私立保育所等新卒保育士就労支援金 5,000 5,000 0

22 乳幼児医療費助成 418,000 118,000 10,000 290,000 0

23 子ども医療費助成 113,000 1,200 103,000 8,800

24 産業振興 奨学金返還支援事業 9,900 9,000 900

25 農林水産振興 新たな捕鯨母船建造支援事業 100,000 100,000 0

26 観光キャンペーン補助金（通常分） 25,042 25,000 42

27 観光コンベンション協会補助金（コンベンション誘致） 12,832 5,000 7,832

28 観光コンベンション協会補助金（MICE誘致強化） 2,400 2,000 400

29 長州路観光連絡会負担金（長門市連携分） 1,000 1,000 0

30 朝鮮通信使行列再現事業 6,610 6,000 610

31 都市整備 バス利用環境整備促進事業費補助金 28,200 28,000 200

32 特別支援教育支援員配置（30人増員） 27,471 8,000 19,471

33 学校施設長寿命化（予防保全） 85,500 76,900 8,000 600

34 給食調理場設備更新 17,600 17,000 600

充当Ⅱ　合計 1,066,828 155,388 76,900 22,723 747,000 64,817

総　計 2,343,425 526,948 245,700 1,400,000 148,054

事業費事業名部　局区分

こども未来

充

当

Ⅱ

　

ソ

フ

ト

事

業

ほ

か

充

当

Ⅰ

　

建

設

・

投

資

事

業

観光ｽﾎﾟｰﾂ文化

教育

総務

教育

都市整備

観光ｽﾎﾟｰﾂ文化

こども未来

福祉

総合政策
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「ふるさとしものせき応援寄附金」として
いただいた寄附を基金に積み立て、

指定をいただいた分野に沿った各種施策に活用します。

（単位：千円）

分野 部局
事業期間
（予定）

基金
充当額

下関市民センター児童・図書室

リニューアル事業（LED化）
新 市民 R4 1,100

就学前施設固定遊具等整備事業

（豊浦こども園）
継 こども未来 R1~R4 1,900

子どもの笑顔と安全・安心を守りたい事業

（児童館の備品購入、宇賀施設修繕）
継 こども未来 R1~R4 2,500

長府武道館環境整備事業

（柔道畳の更新）
新 観光ｽﾎﾟｰﾂ文化 R4 4,200

旧分野１　小計 9,700

土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム

多目的トイレ修繕
新 教育 R4 1,000

旧分野２　小計 1,000

視覚障害者誘導ブロック改良事業 新 建設 R4 10,530

旧分野４　小計 10,530

放課後児童クラブ照明設備更新事業

（LED化）
新 こども未来 R4~R6 5,800

新たな生活様式アウトドア環境整備事業

（豊田湖畔公園施設整備、支障木伐採）
新 豊田総合支所 R4 7,100

新分野１　小計 12,900

動物用麻酔器購入 新 保健 R4 870

新分野２　小計 870

基金充当額　合計 35,000

【旧分野４】

「ふるさとしものせき」の活性化、

魅力あるまちづくり

【旧分野２】

歴史的建造物等の保全・活用

【新分野２】

誰もが快適で利用しやすい

公共施設等の環境整備

【新分野１】

「新しい生活様式」を踏まえた

地域経済の活性化

事業名

【旧分野１】

子どもの安全確保・健全育成等

を目的とした、

公園・児童施設等の環境整備
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第５章

令和３年度
３月補正予算案の編成
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３月補正予算案においては、感染症への対応施策のほか、
昨年12月に成立した国の補正予算に対応し、当初予算からの

前倒しも含めた国庫補助事業を計上しています。

１ 新型コロナウイルス感染症の影響への対応

予算額

① 利用料金減収に伴う指定管理料増額（休館対応分） <福祉政策課ほか>

② 利用料金減収に伴う指定管理料増額（宿泊施設分） <観光施設課>

③ 観光施設事業特別会計繰出金 <観光施設課>

④ 生活困窮者自立支援金支給事業 <福祉政策課>

小　計 165,669

上記の利用料金減収に伴う指定管理料増額及び施設使用料等減収への対応を行うため、一般会計から観

光施設事業特別会計へ所要の額を繰り出す。

81,760

24,000感染症の影響により生活に困窮する世帯のうち、社会福祉協議会が実施する総合支援資金の特例貸付の

貸付が終了した等の世帯に対し、支援金を最大３か月支給する。

事業名　・　事業概要

8,909感染症の拡大に伴い、市の要請により休館対応を行った屋内の指定管理施設のうち、利用料金制を導入して

いる指定管理者に対し、休館期間の利用料金に係る減収相当額を支援する。

51,000指定管理施設のうち休養宿泊施設においては、感染症拡大の影響により事業収入が大きく減少していること

から事業継続のための支援を行う。　　　　　＜一般会計及び観光施設事業特別会計＞

（単位：千円）（以下同じ）

（単位：千円）

現計予算額 ３月補正額 累計額

Ａ Ｂ C（Ａ＋Ｂ）

一般会計 128,554,965 4,650,877 133,205,842

特別会計 79,317,100 438,523 79,755,623

企業会計 159,744,149 8,717,841 168,461,990

合　計 367,616,214 13,807,241 381,423,455

区　分
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２ 国の補正予算等への対応

（１）未来を切り拓く「新しい資本主義」の起動

（２）防災・減災、国土強靭化の推進など安全・安心の確保

予算額

⑤ 住民記録システム改修事業 <市民サービス課>

⑥ 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 <農業振興課>

⑦ 農業競争力強化基盤整備事業 <農林水産整備課>

➇ 普通教室空調設備整備事業 <学校支援課>

111,953県施行工事費負担金

（王喜東、内日東、新田、諏訪、王喜白崎、肥田、下保木、後地・荒田地区）

事業名　・　事業概要

10,940マイナンバーカード所有者がマイナポータルから転出届・転入予約を行えるようシステム改修することにより、時間

短縮・ワンストップ化を図る。

561,738「畜産クラスター計画」に位置付けられた地域の中心的な経営体に対し、コスト削減や生産性の向上等に必要

となる機械・施設等の整備に係る経費の一部を支援する。

17,648
小学校及び中学校の普通教室に空調設備を整備する。

予算額

⑨ 下関漁港整備事業 <水産振興課>

⑩ ため池等整備事業 <農林水産整備課>

⑪ 乃木浜総合公園整備事業 <公園緑地課>

⑫ いきいきシルバー・キッズ公園事業 <公園緑地課>

事業名　・　事業概要

52,750
下関漁港整備に係る県施行工事費負担金

13,900
県施行工事費負担金（鍛冶屋原、大年、大堤、菊川中、豊田、豊田中地区）

81,900
国の補助金を活用し、乃木浜総合公園整備事業の進捗を図る。

31,500
国の補助金を活用し、公園遊具等の老朽化対策を行う。
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12 ３月補正予算案の概要

予算額

⑬ 新総合体育館整備事業 <公園緑地課>

⑭ 大規模盛土造成地調査事業 <建築指導課>

⑮ 体育施設改修事業 <スポーツ振興課>

⑯ 学校トイレ快適化事業 <学校支援課>

⑰ 小学校埋設ガス管改修事業 <学校支援課>

⑱ 港湾施設整備事業　＜港湾会計＞ <施設課>

⑲ 高潮対策事業　＜港湾会計＞ <施設課>

⑳ 国直轄事業（海岸）　＜港湾会計＞ <経営課>

㉑ ストックマネジメント事業　＜農集会計＞ <農林水産整備課>

㉒ 港湾特別会計繰出金 <経営課>

小　計 3,175,918

1,401,900
国の補助金を活用し、新総合体育館整備の進捗を図る。

46,000
大規模盛土造成地の滑動崩落等の宅地における被害を軽減するため、変動予測調査等を行う。

33,900
市内体育施設の改修を行う。（オーヴィジョンスタジアム下関、下関北運動公園庭球場）

385,000
小学校及び中学校のトイレ改修（洋式化、乾式化等）を行う。

国の補助金を活用し、農業集落排水施設の維持管理適正化計画を策定する。

5,039
小学校の埋設ガス管の改修工事（老朽化した鋼製埋設ガス管の更新）を行う。

96,600
長府地区航路（-11ｍ）の浚渫工事を行う。

事業名　・　事業概要

△ 14,750
国の補正予算に伴う財源組替に対応するため繰出金の減額を行う。

94,900
山陽（王司）地区の防波堤改良工事を行う。

215,000
壇ノ浦から山陽地区における海岸保全施設整備の進捗を図る国直轄事業負担金。

30,000
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３ その他の財政需要

□ R4当初予算案に計上することとしていた各種国庫補助事業のうち

いくつかの施策を、R3年度３月補正予算案に前倒して計上

（＝重複計上を避けるため、R4当初予算案からは削除）

□ これらは昨年12月の国の補正予算成立により各種の補助金を国が

R3年度中に確保することとなったことから、その動きに対応するため、

地方自治体においてもR3年度の予算で事業費を計上する必要がある

□ 執行に当たっては事業費をR4年度に繰り越すこととなるため、

実質的にはR4当初予算案の一部といえるもの

当初予算から補正予算への「前倒し計上」について

12 ３月補正予算案の概要

予算額

㉓ 公立大学法人運営業務 <総務課>

㉔ 被災家屋等解体撤去業務 <廃棄物対策課>

㉕ 廃止路線代替バス運行事業費補助金・地方バス路線維持費補助金 <交通対策課>

㉖ 企業会計人件費負担金 <職員課> 11,924

㉗ 各種基金積立金 <財政課ほか> 1,706,948

㉘ 公債管理特別会計繰出金　＜臨海会計＞ <経営課> △ 46,277

㉙ ボートレース事業の開催費等の増額　＜ボートレース事業会計＞ <ボートレース事業課> 8,717,841

小　計 10,465,654

52,314新型コロナウイルス感染症拡大などの影響に伴い、経常欠損額が当初の見込みを大きく上回っている路線バス

事業者に対し、当初予算で措置している補助金額を増額する。

4,246令和３年８月の大雨災害により損壊した被災家屋を災害廃棄物として解体・撤去し、生活環境の保全及び

公衆衛生の維持を図る。

事業名　・　事業概要

18,658高等教育における就学支援制度である授業料の減免に係る公費負担について、実績を勘案し市からの負担

額を増額する。

１～３　合計 13,807,241

（うち　R4当初予算案から前倒しして計上する事業の合計） 2,085,637
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