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第１章

令和５年度当初予算案の全体像
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一般会計当初予算の予算規模
１,２２５.２億円 （対前年度 ＋３４.８億円 ＋２.９％）

一般・特別・企業会計の予算総額
３,７０９.４億円 （対前年度 ＋５５.６億円 ＋１.５％）

予算規模

令和４年度の国の補正予算を最大限活用し、令和５年度予算と一体的に、物価
高への対応や子育て支援の充実、インフラの整備などの施策を推進します。
また、次代を担う子どもたちの成⾧や未来に夢と希望を持てるまちづくりの推

進のための事業の財源として、ボートレース未来基金(３８億円)を大胆に活用する
ほか、基金の設置目的に沿った事業の財源として特定目的基金を活用します。
これらによっても、なお不足する財源については、財政調整基金(１３億円)の取

り崩しにより対応します。

財源確保への対応

市民の皆様が夢を語り希望をかなえることができる「希望の街・下関」の実現
のために、「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、強い志を持って、各種の施策を展開
してまいります。
その中でも、最重要施策として、子育て強力支援（For Kids For Future）に

取り組むとともに、市民サービスの向上と行政の効率化のためのデジタル改革推
進に係る各種取り組みを進めてまいります。

基本的な考え方

最重要施策・主な重点施策関連事業

・子ども医療費無償化 ・１・２歳児、高校生等子育て応援給付金給付事業（R4.3月補正）

・学校給食費支援事業 ・子育てタクシー普及支援事業
・妊娠出産子育て支援事業

・スマートシティ推進事業 ・市民窓口キャッシュレス決済導入事業
・スマート農業実践加速化事業

・下関市立大学総合大学化推進業務 ・新総合体育館整備事業
・海響館改修事業 ・火の山公園再編整備事業
・安岡地区複合施設整備事業 ・下関漁港南風泊地区高度衛生管理整備事業
・海峡エリアビジョン推進事業 ・菊川・豊浦・豊北地域再生事業
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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

一 般 会 計 122,520        119,040             3,480              2.9                   

特 別 会 計 75,711           76,689               △978             △1.3               

企 業 会 計 172,708        169,649             3,059              1.8                   

合計 370,939       365,378             5,561              1.5                   

《主な対前年度増減要因》

企 業 会 計 □「ボートレース事業会計」が営業収益の増により規模増加

□「人件費」「公債費」が減少

□「港湾会計」が新港地区ふ頭用地整備事業費の減により規模減少

一 般 会 計
□「投資的経費」が大きく増加

特 別 会 計
□「国民健康保険会計」が保険給付費の減により規模減少



4

市   税 33,275 32,819 ＋456 1.4

  うち市民税 14,503 14,410 ＋93 0.6

  うち固定資産税 14,659 14,415 ＋244 1.7

繰 入 金 5,572 3,712 ＋1,860 50.1

その他の財源 11,058 11,364 △306 △ 2.7

小 計 49,905 47,895 ＋2,010 4.2

地方譲与税･交付金 9,210 8,227 ＋983 11.9

地方交付税 24,864 26,179 △1,315 △ 5.0

国・県支出金 30,132 29,922 ＋210 0.7

市   債 8,409 6,817 ＋1,592 23.4

小 計 72,615 71,145 ＋1,470 2.1

合  計 122,520 119,040 ＋3,480 2.9

依
存
財
源

自
主
財
源
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自主財源 49,905 40.7% 47,895 40.2%

依存財源 72,615 59.3% 71,145 59.8%

合 計 122,520 － 119,040 －
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議会費 569                      576                      △7 △ 1.2

総務費 9,968                   10,810                △842 △ 7.8

民生費 46,645                46,624                ＋21 ＋0.0

衛生費 13,075                13,260                △185 △ 1.4

労働費 471                      198                      ＋273 ＋137.9

農林水産業費 5,582                   3,988                   ＋1,594 ＋39.9

商工費 5,762                   5,940                   △178 △ 3.0

土木費 13,154                12,524                ＋630 ＋5.0

消防費 3,371                   3,399                   △28 △ 0.8

教育費 11,220                8,473                   ＋2,747 ＋32.4

災害復旧費 110                      55                        ＋55 ＋100.0

公債費 12,493                13,093                △600 △ 4.6

予備費 100                      100                      － －

合  計 122,520         119,040         ＋3,480 ＋2.9
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19,288 21,156 △1,868 △ 8.8

27,820 27,709 ＋111 ＋0.4

12,492 13,093 △601 △ 4.6

小 計 59,600 61,958 △2,358 △ 3.8

投資的経費 15,425 9,334 ＋6,091 ＋65.3

うち普通建設事業 15,315 9,278 ＋6,037 ＋65.1

  うち補助事業 8,087 5,071 ＋3,016 ＋59.5

  うち単独事業 7,228 4,207 ＋3,021 ＋71.8

15,367 15,440 △73 △ 0.5

その他 32,128 32,308 △180 △ 0.6

小 計 47,495 47,748 △253 △ 0.5

122,520 119,040 ＋3,480 ＋2.9

人件費

扶助費

義
務
的
経
費

一
般
行
政
経
費

合  計

繰出金

公債費
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義務的経費 59,600 48.6% 61,958 52.0%

投資的経費 15,425 12.6% 9,334 7.8%

その他一般行政経費 47,495 38.8% 47,748 40.2%

合 計 122,520 － 119,040 －
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市 税 33,275,234 27.2 32,818,757 27.6 456,477 1.4
 うち 市民税 14,502,722 11.8 14,409,784 12.1 92,938 0.6
 うち 固定資産税 14,658,881 12.0 14,414,851 12.1 244,030 1.7
地 方 譲 与 税 838,685 0.7 888,448 0.8 △ 49,763 △ 5.6
利 子 割 交 付 金 19,663 0.0 37,942 0.0 △ 18,279 △ 48.2
配 当 割 交 付 金 319,478 0.3 143,174 0.1 176,304 123.1
株式等譲渡所得割交付金 152,938 0.1 187,400 0.2 △ 34,462 △ 18.4
法 人 事 業 税 交 付 金 661,888 0.5 474,345 0.4 187,543 39.5
地 方 消 費 税 交 付 金 6,757,075 5.5 6,096,141 5.1 660,934 10.8
ゴルフ場利 用 税交 付金 49,984 0.0 47,824 0.0 2,160 4.5
環 境 性 能 割 交 付 金 67,483 0.1 121,299 0.1 △ 53,816 △ 44.4
国有提供施設等所在市助成交付金 69,382 0.1 72,319 0.1 △ 2,937 △ 4.1
地 方 特 例 交 付 金 232,389 0.2 116,657 0.1 115,732 99.2
地 方 交 付 税 24,864,450 20.3 26,179,094 22.0 △ 1,314,644 △ 5.0
交通安全対策特別交付金 41,300 0.0 41,300 0.0 0 0.0
分 担 金 及 び 負 担 金 489,277 0.4 501,002 0.4 △ 11,725 △ 2.3
使 用 料 及 び 手 数 料 3,705,930 3.0 3,579,017 3.0 126,913 3.5
国 庫 支 出 金 19,684,271 16.1 20,197,146 17.0 △ 512,875 △ 2.5
県 支 出 金 10,447,384 8.5 9,724,708 8.2 722,676 7.4
財 産 収 入 547,174 0.4 257,779 0.2 289,395 112.3
寄 附 金 1,225,394 1.0 625,444 0.5 599,950 95.9
繰 入 金 5,571,900 4.5 3,711,806 3.1 1,860,094 50.1
繰 越 金 600,000 0.5 600,000 0.5 0 0.0
諸 収 入 4,490,243 3.7 5,801,594 4.9 △ 1,311,351 △ 22.6
市 債 8,408,478 6.9 6,816,804 5.7 1,591,674 23.3
議 会 費 569,155 0.5 575,860 0.5 △ 6,705 △ 1.2
総 務 費 9,967,673 8.1 10,809,844 9.1 △ 842,171 △ 7.8
民 生 費 46,645,432 38.1 46,624,348 39.2 21,084 0.0
衛 生 費 13,075,503 10.7 13,259,616 11.1 △ 184,113 △ 1.4
労 働 費 471,021 0.4 197,829 0.2 273,192 138.1
農 林 水 産 業 費 5,581,603 4.5 3,988,470 3.3 1,593,133 39.9
商 工 費 5,762,188 4.7 5,939,632 5.0 △ 177,444 △ 3.0
土 木 費 13,153,959 10.7 12,523,711 10.5 630,248 5.0
消 防 費 3,370,635 2.7 3,398,837 2.9 △ 28,202 △ 0.8
教 育 費 11,220,291 9.2 8,473,616 7.1 2,746,675 32.4
災 害 復 旧 費 110,000 0.1 55,000 0.0 55,000 100.0
公 債 費 12,492,540 10.2 13,093,237 11.0 △ 600,697 △ 4.6
予 備 費 100,000 0.1 100,000 0.1 0 0.0
  一 般 会 計    計 122,520,000 100.0 119,040,000 100.0 3,480,000 2.9

一
般
会
計
・
歳
出

一
般
会
計
・
歳
入
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港 湾 会 計 5,714,826 7.5 6,468,675 8.4 △ 753,849 △ 11.7

臨 海 土 地 造 成 事 業 会 計 989,054 1.3 647,231 0.8 341,823 52.8

渡 船 会 計 304,439 0.4 247,453 0.3 56,986 23.0

市 場 会 計 828,561 1.1 739,172 1.0 89,389 12.1

国 民 健 康 保 険 会 計 30,801,694 40.7 31,633,403 41.3 △ 831,709 △ 2.6

土 地 取 得 会 計 447,693 0.6 217,427 0.3 230,266 105.9

観 光 施 設 事 業 会 計 160,451 0.2 143,023 0.2 17,428 12.2

漁 業 集 落 環 境 整 備 事 業 会 計 137,566 0.2 22,080 0.0 115,486 523.0

介護保険会計( 介護保 険事業勘定) 29,502,651 39.0 29,544,328 38.5 △ 41,677 △ 0.1

介護保険会計(介護サービス事業勘定) 9,479 0.0 9,181 0.0 298 3.2

農 業 集 落 排 水 事 業 会 計 416,647 0.6 384,754 0.5 31,893 8.3

母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計 31,010 0.0 19,321 0.0 11,689 60.5

後 期 高 齢 者 医 療 会 計 5,273,079 7.0 5,549,364 7.3 △ 276,285 △ 5.0

市 立 市 民 病 院 債 管 理 会 計 1,093,806 1.4 1,063,605 1.4 30,201 2.8

75,710,956 100.0 76,689,017 100.0 △ 978,061 △ 1.3

18,352,098 17,576,402 775,696 4.4

   小 計（一般＋特別会計） 198,230,956 195,729,017 2,501,939 1.3

水 道 事 業 会 計 10,246,672 5.9 9,798,137 5.8 448,535 4.6

工 業 用 水 道 事 業 会 計 332,271 0.2 338,887 0.2 △ 6,616 △ 2.0

公 共 下 水 道 事 業 会 計 13,466,925 7.8 14,265,067 8.4 △ 798,142 △ 5.6

病 院 事 業 会 計 1,388,809 0.8 1,364,740 0.8 24,069 1.8

ボ ー ト レ ー ス 事 業 会 計 147,273,383 85.3 143,882,492 84.8 3,390,891 2.4

172,708,060 100.0 169,649,323 100.0 3,058,737 1.8

   総 計（一般＋特別＋企業会計） 370,939,016 365,378,340 5,560,676 1.5

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
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人      件      費 19,288,023 15.7 21,156,424 17.8 △ 1,868,401 △ 8.8
職員の定年引き上げに伴う退職手当の
減、職員数の減など

扶      助      費 27,819,958 22.7 27,708,606 23.2 111,352 0.4 子ども医療費助成の増など

公      債      費 12,492,240 10.2 13,092,937 11.0 △ 600,697 △ 4.6

小   計 59,600,221 48.6 61,957,967 52.0 △ 2,357,746 △ 3.8

物  件  費 18,480,787 15.1 17,840,866 15.0 639,921 3.6
学校給食費支援事業の増、光熱水費
の増など

維  持  補  修  費 1,679,404 1.4 1,668,006 1.4 11,398 0.7

補   助   費    等 7,831,644 6.4 8,302,115 7.0 △ 470,471 △ 5.7 プレミアム付商品券発行支援事業費補
助金の減など

普通建設事業費 15,315,468 12.5 9,278,344 7.8 6,037,124 65.1  

補   助 8,087,576 6.6 5,070,650 4.3 3,016,926 59.5
下関漁港南風泊地区高度衛生管理
整備事業、新総合体育館整備事業の
増など

単   独 7,227,892 5.9 4,207,694 3.5 3,020,198 71.8
下関市立大学総合大学化推進業務、
海響館改修事業の増など

災 害 復 旧 費 110,000 0.1 55,000 0.0 55,000 100.0

補   助 0 0.0 0 0.0 0 0.0

単   独 110,000 0.1 55,000 0.0 55,000 100.0

計 15,425,468 12.6 9,333,344 7.8 6,092,124 65.3

積      立      金 1,307,940 1.1 1,654,481 1.4 △ 346,541 △ 20.9
ボートレース未来基金積立金の皆減、職
員退職手当基金積立金の増など

投資 及び 出資金 156,429 0.1 205,684 0.2 △ 49,255 △ 23.9

貸      付      金 2,571,316 2.1 2,537,244 2.1 34,072 1.3

繰      出      金 15,366,791 12.5 15,440,293 13.0 △ 73,502 △ 0.5 国保特会繰出金の減など

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

歳 出 合 計 122,520,000 100.0 119,040,000 100.0 3,480,000 2.9

建
設
事
業
費



12

（１）財政調整基金 5,943,904 1,331,969 500,000 6,775,873 1,832,841 1,598,649 7,010,065 1,000,000 1,300,000 6,710,065

（２）減債基金 5,935 1,245,110 1,251,045 500 1,251,545 65,628 1,185,917

（３）特定目的基金 6,141,546 636,720 143,000 6,635,266 13,789,243 2,145,618 18,278,891 1,307,940 4,201,513 15,385,318

① 活力創造基金 647,473 455,590 2,000 1,101,063 2,500 472,287 631,276 8,000 623,276

② ボートレース未来基金 1,233,525 563 6,400 1,227,688 13,401,700 1,400,000 13,229,388 3,800,000 9,429,388

③ 合併振興基金 1,519,000 45,000 1,474,000 210,000 1,264,000 192,000 1,072,000

④ 公共施設整備基金 1,363,973 632 1,364,605 16,603 1,381,208 380,000 1,761,208

⑤ 地域福祉基金 20,812 565 21,377 2,500 23,877 23,877

⑥ ふるさとしものせき応援基金 190,540 173,430 66,700 297,270 360,000 35,000 622,270 360,000 172,900 809,370

⑦ 中央霊園管理基金 1,166,223 5,940 22,900 1,149,263 5,940 28,331 1,126,872 5,940 28,613 1,104,199

⑧ 職員退職手当基金 562,000 562,000

12,091,385 3,213,799 643,000 14,662,184 15,622,584 3,744,267 26,540,501 2,307,940 5,567,141 23,281,300合 計
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《近年の財政調整基金の推移 及び 将来目標》

積立て 11.9 11.4 14.2 8.7 15.1 13.6 13.3 18.4 10.0

取崩し 12.0 25.0 18.0 25.0 22.0 16.0 5.0 16.0 13.0

現在高 102.4 88.8 85.0 68.7 61.8 59.4 67.7 70.1 67.1 ⇒ 70.0

健プロ
Ⅲ期計

画
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前年度末残高 68,011,308 50,738,428 118,749,736 68,079,088 48,112,056 116,191,144

当初分 5,142,700 1,674,104 6,816,804 7,235,600 1,172,878 8,408,478

補正分 2,876,600 416,588 3,293,188 － － －

合 計    【Ａ】 8,019,300 2,090,692 10,109,992 7,235,600 1,172,878 8,408,478

償還額      【Ｂ】 7,951,520 4,717,064 12,668,584 7,354,815 4,706,781 12,061,596

当年度末残高 68,079,088 48,112,056 116,191,144 67,959,873 44,578,153 112,538,026

△ 67,780 119,215
通常債プライマリーバランス

【Ｂ－Ａ】

借
入
れ
額

年
度
中
動
静
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《合併後の市債残高の推移 及び 将来目標》

通常債 875.9 868.7 836.0 819.8 851.7 821.4 812.3 791.0 854.4 846.0

特別債 282.4 297.9 307.2 313.2 328.8 367.2 392.9 418.4 445.4 465.5

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 1,311.5

869.2 840.1 832.3 798.3 771.2 727.7 680.1 680.8 679.6 ⇒ 730以下

487.0 497.0 505.3 510.3 505.3 509.1 507.4 481.1 445.8

1,356.2 1,337.1 1,337.6 1,308.6 1,276.5 1,236.8 1,187.5 1,161.9 1,125.4

健プロ
Ⅲ期計画
目標値





第２章

最重要施策・重点施策等
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拡 ① 子ども医療費助成 〈こども家庭支援課〉 237,800千円

新 ② 学校給食費支援事業 〈学校保健給食課〉 531,000千円

新 ③ 妊娠出産子育て支援事業 〈こども家庭支援課／
健康推進課〉 82,100千円

新 ④ １・２歳児、高校生等子育て応援給付金給付事業 〈こども家庭支援課〉 428,000千円

  対象者：妊婦、出生した子どもの養育者
  対象者数：1,500人（R5.10～R6.3までの妊娠・出産分）

 子育て世帯への幅広い支援を行うために、国が行う「妊娠出産子育て支援事業」のうち「妊娠・子育て
伴走型相談支援」の対象であって「出産・子育て応援ギフト支給」の対象でない1、2歳の子ども及び支援
が手薄な高校生等を対象に、本市独自の経済的支援を行う。

 ０歳から２歳の低年齢の子育て家庭に焦点を当て、妊娠期から出産・子育て期まで一貫して相談に
応じる伴走型相談支援を継続的に行う。
 また、出産・子育て応援ギフトとして、妊娠届出や出生届出を行った妊産婦等に対し、面談・アンケート
に回答した方の申請により、それぞれ５万円（計１０万円）を支給する。

  1、2歳児 ：養育者に、子１人あたり１０万円を給付
  高校生等：養育者に、高校生等１人あたり２万円を給付
  【令和４年度３月補正予算 ４２８,０００千円】

 ボートレース未来基金を活用した子育て世帯への生活支援として、市立小・中学校給食費における保
護者負担の軽減を行う。（実施予定期間：令和５年度～令和７年度）

 ボートレース未来基金を活用した子育て世帯への生活支援として、令和５年１０月より、小・中学生に
対する医療費自己負担分を全額助成し、子ども医療費を完全無償化するとともに、高校生等の入院医
療費についても、新たに全額助成を実施する。
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１ 子育て強力支援 （For Kids For Future）

高校生等

現行 拡充（小中学生） 拡充（高校生等）
拡
充
概
要

助成範囲 自己負担分の1/3 自己負担分の全額 自己負担分の全額

対象医療 入院、通院、調剤 入院、通院、調剤 入院

所得制限 なし なし なし

対 象 者 小中学生 小中学生

学校給食１食あたりの負担額

円 円 円

円 円 円

市負担保護者負担給食費

小学校 295 140 155

中学校 340 160 180



拡 ⑥ スマートシティ推進事業 〈企画課〉 31,900千円

新 ⑦ スマート農業実践加速化事業 〈農業振興課〉 35,000千円

新 ⑧ 市民窓口キャッシュレス決済導入事業 〈情報政策課〉 38,244千円

 「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、地域
ポータルサイト「しもまちプラス」を通して、市民に高質なサービスを順次提供し、市民生活の質の向上を図
る。
 《事業内容》
   ・都市OSの活用による各種サービスとの連携
   【Ｒ５連携予定】 ▸子育てタクシーアプリ、母子健康手帳アプリ など
   ・スマートシティ推進に係る方針決定・企画立案 ・若者スタートアップ支援

 農業従事者の高齢化や担い手の減少、遊休農地の増加などの課題を解決するため、スマート農機の
導入に要する経費の一部を助成する。また、農業従事者にドローン免許の取得を促すとともにその利活用
を推進し、作業負担の軽減や作業時間の短縮を図り、新規就農者の参入、遊休農地の解消を進める。
 《事業内容》
  ・スマート農機の購入費補助（補助率１／２以内）
  ・農業用ドローンの普及推進（補助率１／２以内）
  ▸免許取得補助 ▸レンタル料補助
  ▸レンタル機購入補助 ▸ドローン体験イベント等開催

 窓口払いの証明手数料等について、キャッシュレス決済システム及びＰＯＳレジスターによる集計管理シ
ステムを導入し、決済手段の多様化による市民の利便性向上や業務効率化を図る。
 《事業内容》
  ・導入窓口 ▸市民サービス課、市民税課、４総合支所、１２支所、２サテライトオフィス
  ・対象証明種別数 ▸４１種類（住民票の写し、所得課税証明書等）
  ・決済手段 ▸クレジットカード、電子マネー、コード決済
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２ デジタル改革推進

新 ⑤ 子育てタクシー普及支援事業 〈子育て政策課〉 35,900千円

 《事業内容》
  ・デジタル技術を活用したタクシー配車システムの構築
  ・タクシー事業者に対する移送サービス提供等に係る経費支援
  ・妊婦１人あたり４回を上限として乗車料金全額助成

 定期健診や出産時において、介助者がいない、また、自家用車が運転できない妊婦に対し、専門研修
を受けた認定タクシードライバーが、妊婦の自宅などから病院まで、安全・安心、かつ、スピーディに移送する
サービスを、デジタル技術を活用したシステムを構築した上で提供する。
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視点１ 未来へと躍進する街

拡 ② 待機児童対策（保育士確保）促進事業 〈幼児保育課〉 21,300千円

 待機児童が多く発生している地区において、待機児童数の減少及び保育士の負担軽減を図るため、
保育士及び保育補助者を新たに雇用した私立保育所・認定こども園に対し人件費の一部を補助する。

新 ③ 母子健康手帳アプリ導入 〈健康推進課〉 3,700千円

 【アプリの主な機能】
  ・母子健康手帳の情報管理 ・市からの子育て情報配信 ・両親学級等のオンライン予約

 母子健康手帳の電子アプリを導入し、利用者が妊娠期から子育て期までの成⾧記録等の管理や両
親学級などのオンライン予約ができるサービスを提供する。

拡 ① 子どもの居場所支援事業 〈子育て政策課〉 3,700千円

 子ども食堂や学習支援等、子育てを支える子どもの居場所を提供する取組に対し、相談支援や運営
支援を実施する。

 《事業内容》
  ・子どもの居場所における子どもや家庭の相談支援の充実
  ・子どもの居場所の開設や運営支援等
  ・子どもの居場所の運営に要する経費を一部助成（子どもの居場所活動支援補助金の創設）
  【助成額】 １拠点あたり１.８万円～６万円を開催実績に応じて助成
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視点１ 未来へと躍進する街

拡 ④ 学校トイレ快適化事業 〈学校支援課〉 205,000千円

 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
等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。

 《事業内容》
  トイレの洋式化・乾式化等 Ｒ５ 小学校２校・中学校１校
   【令和４年度３月補正予算 ２０２,３９９千円】

拡 ⑤ 下関市立大学総合大学化推進業務 〈総務課〉1,908,200千円

 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。

 《事業内容》
    データサイエンス学部 （定員８０人）
   Ｒ５ 学部棟建設、駐車・駐輪場整備
      外構整備（プロムナード）、学部開設準備
      令和６年４月開設予定
   看護学部 （定員８０人）
   Ｒ５ 工事監理、学部棟建設
   ［継続費］（Ｒ５～Ｒ６）１,９７０,０００千円
      令和７年４月開設予定

新 ⑥ 電子図書館整備事業 〈中央図書館〉 5,500千円

 最寄りの図書館が遠い方や日中の来館が難しい方、視覚障害者の
方、小中学校の全児童・生徒等が気軽に本に触れることができる環境
を提供するため電子図書館の整備を行う。

 ・来館不要～いつでも閲覧可能
 ・市内全小中学生にID付与～タブレット活用
 ・読み上げ機能、背景色変更可～アクセシビリティ向上



⑦ 次世代エネルギー利活用推進業務 〈環境政策課〉 23,497千円
ー地域再エネ導入目標・脱炭素先行地域計画策定事業 （8,000千円）

 ２０５０年脱炭素社会実現を見据えた再生可能エネルギー導入目標を策定するとともに、国が公募
する脱炭素先行地域の計画を策定し、応募について検討を行う。
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視点１ 未来へと躍進する街

拡 ⑧ 公共交通機関整備推進業務 〈交通対策課〉 411,849千円
ー地方バス路線維持費補助金 （200,000千円）

ー生活バス運行委託料 （50,749千円）

 ーＪＲ山陰本線（下関～益田）利用促進協議会負担金 （4,300千円）

ー持続可能な公共交通構築業務 （18,200千円）

 ・地域公共交通活性化再生法に基づく法定協議会の設置

 公共交通はコロナ禍により深刻な影響を受けており、将来的に持続可能な公共交通を構築するため、
地域公共交通計画を策定する。

 路線バス等の経常欠損額に対する補助や、市生活バスの運行など、生活に必要な移動手段を
確保する。また、ＪＲ山陰本線の維持・存続に向けて、利用促進の取組を実施する。

【事業者に対する補助金】 【市生活バス運行事業】 【山陰本線の利用促進】



23

視点１ 未来へと躍進する街

商店街現況

唐戸地区現況

新 ⑨ まちなかウォーカブル推進事業 〈道路河川建設課〉 157,000千円

 中心市街地（下関駅～唐戸地区）において、官民一体で、「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の
創出を進め、まちの魅力向上を図る。

 《対象路線》
  竹崎・園田線(L=1,100m)、丸山線(L=300m)、唐戸町５号線(L=160m)
  南部町６号線(L=70m)、南部町８号線(L=20m)
  三百目・本町線(L=60m)、岬之町８号線(L=60m)
     《事業内容》
  道路幅員構成の見直し、歩道高質化、歩道照明設置

拡 ⑩ 竹崎町四丁目地区優良建築物等整備事業 〈市街地開発課〉 185,800千円

 都市機能誘導区域内における良好な市街地環境の形成に資する
優良建築物等の整備を行う民間事業に対し、事業費の一部を補助す
る。

 《民間事業者の計画概要》
   事 業 費 ：約３５.３億円  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 竣工予定：令和７年１月

新 ⑪ 中心市街地交通円滑化対策事業 〈交通対策課〉 13,000千円

 《事業内容》
  ・データ収集、調査分析
  ・将来予測
  ・渋滞緩和策の検討

 中心市街地の渋滞緩和策について、あるかぽーと地区
の開発や火の山地区再編整備事業も考慮した実施計
画を立案する。
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視点１ 未来へと躍進する街

完成予想図

2期

3期

1期

拡 ⑫ 白雲台団地公営住宅等整備事業（２期） 〈住宅政策課〉 256,185千円

 《事業内容》
  ・既存住宅の解体
  ・建替住宅Ｂ棟（７０戸）の設計・建設
  ・入居者移転支援業務
  ［債務負担行為］（Ｒ５～Ｒ８）１,５３４,３７２千円

 白雲台団地における公営住宅Ｒ４棟からＲ６棟及びＲ９棟について、ＰＦＩ手法による建替事業
を行い、団地の再生を図る。

拡 ⑬ 人口定住促進業務 〈広報戦略課〉 27,137千円

 《事業内容》
    ・移住定住ＰＲ事業
    移住総合窓口、移住体験、移住セミナー開催、移住フェア参加等
    ・地方創生移住支援事業
    東京圏から本市へ移住し、一定条件を満たした者等に支援金を支給
    ・"出会いの場"婚活サポート事業
    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

 「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、移住相談窓口を中心に、移住・定住の情
報発信の充実化を図るとともに、本市への移住元として最大圏域である関東圏に対して積極的な移住Ｐ
Ｒを行い、本市への移住促進に繋げる。

拡 ⑭ 地域おこし協力隊業務 〈企画課〉 40,130千円

 中山間地域の活性化を図るため、地域おこし協力隊の充実を図る。
  ・地域おこし協力隊員 Ｒ４ ６人 → Ｒ５ ７人 １人増
 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。
  ・デジタル版地域おこし協力隊員 Ｒ４ ２人 → Ｒ５ ３人 １人増
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視点２ 力強く躍動する街

拡 ⑮ 空き物件活用ビジネス支援事業費補助金 〈産業振興課〉 24,500千円

 《家賃補助》      補助率 １／３ 補助限度額 ２０万円
 《改装費用補助》 補助率 １／２ 補助限度額 １００万円

 空き店舗や空き家を賃借、所有又は管理し、自ら事業を行おうとする者に対し、家賃や店舗改装費
等の一部を補助することにより、空き物件を解消するとともに、円滑な事業展開を支援する。

新 ⑯ 国内販路開拓事業 〈産業振興課〉 6,000千円

 《事業内容》
   ・コンセプト設計、ブランド再構築等
  ⇒Ｒ６～新商品開発支援、プロモーション、商談等に繋げる

 本市の産品ブランドを結束し、地域ブランドとして再構築することで産品の認知度向上や競争力の強
化、販路拡大を図る。

拡 ⑰ 客船誘致業務 〈振興課〉 53,275千円

 －安全安心なクルーズ客船受入環境構築事業 （25,000千円）

 －地域連携を軸としたクルーズ誘致活動強化事業 （6,000千円）

 －客船誘致促進補助金 （5,600千円）

 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、関係機関
と連携し、安全安心で魅力ある寄港地観光造成やクルーズ客船入出港時のタグボート費用助成など、効
果的なクルーズ客船誘致活動を実施する。

 《事業内容》
   ・安全安心なクルーズ客船受入環境構築事業
   ▸クルーズ受入環境整備、クルーズ客船観光魅力向上
   ・地域連携を軸としたクルーズ誘致活動強化事業
   ▸関門港クルーズ振興協議会による誘致強化等
   ・客船誘致促進補助金
   ▸クルーズ客船の入出港時のタグボート費用支援
   （補助率２／３ 補助限度額１２０万円）
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視点２ 力強く躍動する街

日 本 を 代 表 す る ウ ォ ー タ ー フ ロ ン ト シ テ ィ

⑱ 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、空き店舗と出店希望者とのマッチング、各種セミナーの開催等によ
り、創業から開店までの一貫した支援を継続的に行う。

⑲ 奨学金返還支援事業 〈産業立地・就業支援課〉 13,300千円

 《事業内容》
   事業目的：若者の地元就職促進と奨学金返還の負担軽減、市内中小企業の新卒採用支援
   支援内容：年額１２万円（補助限度額）／支援期間：５年間(６０か月)

 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。

新 ⑳ 海峡エリアビジョン推進事業 〈エリアビジョン推進室〉 68,000千円

目指す方向性

 令和４年度策定の「あるかぽーと・唐戸エリアマスタープラン」を具現化するため、官民連携による推進体
制を構築し、アドバイザリー業務及び公共空間の利活用促進を通じて、当該エリアにおける交流人口の拡
大、下関ならではの産業や魅力の育成、雇用・定住促進とこれによる観光地としての価値向上を目指
す。

 《事業内容》
    ・あるかぽーと・唐戸エリアマスタープラン推進業務
   推進体制構築・運営、デザイン監修、実証事業検討、民間事業現状把握・魅力化提案等
    ・リノベーションまちづくり推進業務
   遊休不動産利活用促進、ワークショップ開催等

戦略  ①海峡を遊びこなす ②朝から夜までめぐって楽しめる ③港まちらしさにフォーカスする
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視点２ 力強く躍動する街

ロープウェイ現況

拡 ㉑ 下関港ウォーターフロント開発推進事業 〈経営課〉 49,000千円

 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》
   ・あるかぽーと地区
    回遊性向上実証調査、効果検討、スキーム検証
    賑わい創出に必要な基盤整備の調査・検討
   ・岬之町地区
    土地活用のための方策検討

新 ㉒ 火の山新移動施設整備事業 〈観光施設課〉 44,000千円

火の山公園再編整備事業 〈公園緑地課〉 158,700千円

〈文化財保護課〉 1,300千円 火の山全体の再整備計画「光の山プロジェクト」に基づき、魅力を最
大限に活かして、市民や観光客が年間を通じて訪れることができるスポッ
トとして計画的に整備を進める。

 《事業内容》
   ・移動施設整備
    ▸老朽化したロープウェイに替わるパルスゴンドラ方式を採用した
   移動施設整備
            Ｒ５ 測量・地質調査業務
   ［債務負担行為］（Ｒ６～Ｒ８）１,９５１,０００千円
   ・公園再編整備
    ▸展望デッキ、アスレチック、キャンプ場等実施設計、文化財調査
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視点２ 力強く躍動する街

改修後イメージ

現況

拡 ㉓ 海響館改修事業 〈観光施設課〉 984,000千円

 《事業内容》
   施設・設備改修工事、展示・繁殖施設建設工事
   ［継続費］（Ｒ５～Ｒ６）２,４５４,０００千円

 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、アシカ展示・繁殖施
設（仮称）の設置を行う。

拡 ㉕ オーヴィジョン海峡ゆめ広場再整備事業 〈公園緑地課〉 83,300千円

 《事業内容》
   芝生広場、休養施設整備
   構造物撤去

 オーヴィジョン海峡ゆめ広場の芝生化に着手し、あわせてＰａｒｋーＰＦＩの導入など、利用者向け
サービスの充実に向けた検討を進め、観光客や市民の回遊性の向上を図る。

新 ㉔ 下関球場スコアボード改修事業 〈スポーツ振興課〉 157,000千円

 
《事業内容》
 工事契約、仮設工事、既存スコアボード撤去
  ［継続費］（Ｒ５～Ｒ６） ２２６,０００千円

 平成１８年に設置したオーヴィジョンスタジアム下関のスコアボードをフルカラーLED方式に全面改修す
る。
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視点２ 力強く躍動する街

新 ㉖ 新たな農業経営者等育成実践モデル事業 〈農業振興課〉 11,500千円

 人口減少が著しい農村地域において、遊休農地等を活用し、農業生産を行う農業法人等に対して、
移住就農者を受け入れ、効率的な生産活動に取り組むために必要な支援を行い、新たな農業経営の
実践を行う移住就農者の育成・確保に要する経費の一部を助成する。

 《事業内容》
   ・移住就農者支援（補助率１／２以内）
   ▸住宅改修支援（補助限度額：戸建住宅６０万円以内）
   ▸家賃支援（補助限度額：１万５千円／月以内、最大３年間）
   ・事務所開設支援
   ▸改修支援（補助限度額１００万円／件：補助率１／２以内）
   ▸家賃支援（補助限度額２０万円／年以内、最大３か月分：補助率１／３以内）
   ・農産物等の輸送支援

拡 ㉗ 有害鳥獣捕獲業務 〈農業振興課〉 62,462千円

ー有害鳥獣捕獲事業費補助金 （44,686千円）

 《事業内容》 シカの集中捕獲対策に対する奨励金の交付
 《捕獲奨励金・捕獲目標頭数》 シカ１頭あたり１万円  ・ ３,５４０頭

 指定管理鳥獣であるシカの急激な個体数増加や生息域の拡大に緊急的に対応するため、鳥獣被害
対策実施隊による、捕獲活動を強化する。（捕獲奨励金予算額の増額）

拡 ㉘ 森林経営管理推進業務 〈農林水産整備課〉 29,300千円

 「森林経営管理法」に基づき、私有林（人工林）の適正な管理を推進するため、森林所有者に対す
る意向調査を実施し、森林経営管理権集積計画を作成するとともに、適正な経営や管理ができていない
私有林（人工林）の整備を実施する。

 《事業内容》
   意向調査、森林経営管理権集積計画の作成、森林整備（間伐等）
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視点２ 力強く躍動する街

道の駅きくがわ（交流拠点）

ビジターセンター

拡 ㉙ 下関漁港南風泊地区高度衛生管理整備事業 〈市場流通課〉1,535,600千円

 下関漁港での安全安心な水産物の供給と販路拡大等を図るため、
国策定の「特定漁港漁場整備事業計画（下関地区）」に基づき、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）を県
と連携しながら整備を実施する。

 《事業内容》
   本設市場整備、海水取水施設整備
   ［継続費］（Ｒ４～Ｒ６） ３,８７０,０００千円

新 ㉚ 菊川おもてなしプロジェクト 〈菊川総合支所〉 36,000千円

 菊川町を通過点から交流拠点にすることを目指し、来訪者が町内に滞在し、交流し、地元の食を味わ
うなど、町の良さを満喫できるよう、受入れ環境の整備と地域内連携によるおもてなし体制を構築すること
により、地域経済の活性化と交流人口の増加を図る。

 《事業内容》
   ・おもてなしの強化
   地域資源を活用した商品開発戦略策定、地域体験のプランニング
   ・新たな交流人口拡大のための受入環境整備、地域内連携の強化
   スポーツ合宿誘致、周遊スタンプラリー等
   事業期間：Ｒ５～Ｒ７

拡 ㉛ 観光宣伝業務 〈豊田総合支所〉 9,861千円

ー豊田湖畔公園Wi-Fi環境整備事業 （2,500千円）

 《活用内容》
   ・研修会・講座等 ・イベント活用
   ・リアルタイム配信 ・ICT教育（タブレット等を活用）
   ・ワーケーション ・スタケーション  ほか

 ビジターセンターを中心としたWi－Fi環境の整備を行い、オンラインによる研修会・講座やリモートワーク・
ワーケーション、また、スタケーション（スタディ「学習」×バケーション「休暇」）などの新たな利用者の掘り起こ
しに繋げると共に、豊田地域における観光振興を図る。
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視点２ 力強く躍動する街

野外ステージパース図

新 ㉜ 豊浦地域［川棚温泉エリア］再生事業 〈豊浦総合支所〉 26,704千円
〈公園緑地課〉 10,296千円

 「穏やかで優しい、豊かな風土を活かした、『癒やしの小旅行』を可能にするまちづくり」を目指し、川棚温
泉エリアを中心に地域資源を活用したPR・マーケティング等を展開し、その波及効果を豊浦地域全体にも
たらすことで、地域を活性化させ、まちの賑わいを創出する。

 《事業内容》
   川棚温泉エリア景観デザインガイドライン策定、豊浦地域観光・くらし情報等
   ポータルサイト制作、リフレッシュパーク豊浦野外ステージ整備
   事業期間：Ｒ５～Ｒ７

新 ㉝ 豊北地域リノベーションのまちづくり 〈豊北総合支所〉 28,000千円

 《事業内容》
   リノベーションのまちづくりアドバイザリー業務、移住・定住情報発信
   地域活性化起業人活用、滝部旧教職員住宅リノベーション
   事業期間：Ｒ５～Ｒ７

 公的不動産等のリノベーションを行い、移住・定住を促進するとともに、地域内に交流の場を創出し、
地域の交流を進めることにより、新たなビジネスの創出など地域の稼ぐ力の向上を図る。
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視点３ 安全・安心の街

拡 ㉞ 社会福祉センター整備事業 〈福祉政策課〉 24,000千円

 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えを実施するにあたり、建替整備に係
る借入金償還費用を助成する。

 《整備スケジュール（予定）》
   令和５年度～令和６年度 建築主体工事、電気設備工事、機械設備工事
   令和７年２月 供用開始
  ［債務負担行為］Ｒ５借入分（Ｒ６～Ｒ２５）７１３,０００千円

拡 ㉟ 介護人材確保支援事業 〈介護保険課〉 9,083千円

 介護人材の確保・定着を促進するため、介護職員の業務負担軽減、介護サービス事業所への就業促
進、介護職のイメージアップを図る。

 《主な事業内容》
  ・介護職員等就労定着支援事業
  ▸新卒就職者、転職就職者、復職就職者に対し、就労定着支援金を支給
   １人あたり１０万円（復職の有資格者は１５万円）
  ・外国人介護人材確保支援事業
  ▸新たに就職する外国人の介護職に対し、転入旅費、引越費用、家賃（１ヶ月分）を助成
   1人あたり補助限度額２０万円

新 ㊱ 動物愛護活動支援事業費補助金 〈動物愛護管理センター〉 3,400千円

 《事業内容》
   殺処分となりうる課題がある犬猫を動物愛護団体へ譲渡する際、
   犬猫の治療に要する医療費等受け入れ側の負担が大きいことから、
   その費用の一部として 一頭あたり２万円を上限に補助する。

 動物愛護管理センターに収容される犬猫の殺処分数ゼロを目指すため、殺処分対象となっている犬猫
の譲渡促進を図る。



㊴ 緊急自然災害防止対策事業（道路防災） 〈道路河川建設課〉 242,400千円

緊急自然災害防止対策事業（河川改修） 〈道路河川建設課〉 188,000千円

 《事業内容》
   道路防災▸１４箇所
   河川改修▸１０箇所

 近年、災害が激甚化・頻発化する中、国の「防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策」を
踏まえ、災害の発生予防・拡大防止を目的に、道路に接した法面からの落石対策や河川護岸等の改修
を集中的に行う。（事業期間：令和３年度～令和７年度）

拡 ㊳ 勤労福祉会館本館改修事業 〈産業立地・就業支援課〉 262,000千円

 《事業内容》
   耐震補強
   空調更新（ガスヒートポンプ式個別空調機へ更新）
  Ｒ６以降 一部リニューアル改修

 中東地区における市民活動の拠点施設及び避難所である勤労福祉会館本館について、耐震補強及
び空調改修等を行うことで機能の向上及び施設の⾧寿命化を図る。
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視点３ 安全・安心の街

施工前 施工後

施設現況

㊲ 基幹的設備改良事業（リサイクルプラザ） 〈環境施設課〉1,119,000千円

 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》
   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
  ［継続費］（Ｒ３～Ｒ５） ２,６４５,０００千円

新 ㊵ 高機能消防指令センターシステム整備事業 〈情報指令課〉 20,000千円

 １１９番の受報や出動指令等を行う高機能消防指令センターシステムの更新にあたり、システム整備
の実施設計を行う。

 《事業内容》
   現在の下関市、美祢市の2市に、
   新たに⾧門市を加えた３市による共同整備
     Ｒ５ 実施設計  Ｒ６～Ｒ７ システム整備
  Ｒ８．２月 ３市による共同運用開始予定
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視点３ 安全・安心の街

拡 ｊｉ㊶ 新総合体育館整備事業 〈公園緑地課〉 762,109千円

 下関運動公園において、下関市体育館、及び下関市障害者スポーツセンター等を再編し、本市スポー
ツ振興の中心拠点及びイベント会場等として総合体育館を整備する。

 《事業内容》
   Ｒ５ 建設工事、ＰＦＩモニタリング
   Ｒ６．８月供用開始予定
   【令和４年度３月補正予算 １,０００,０００千円】

拡 ｊｉ㊷ 安岡地区複合施設整備事業 〈市街地開発課〉 564,100千円

 安岡公民館、安岡支所の移転と併せ、園芸センターの
機能再編と図書館、コミュニティ施設が一体となった複合
施設、及び都市公園等を整備する。

 《事業内容》
   Ｒ５ 複合施設建設、都市公園整備、市道整備等
   Ｒ７．１月供用開始予定
   【令和４年度３月補正予算 ３２０,０００千円】

新 ｊｉ㊸ 金比羅公園再整備事業 〈公園緑地課〉 127,000千円

 金比羅公園においてナイター照明、防球ネット、バックネットを整備し、向洋グラウンドの代替機能を有す
る施設として機能向上を図る。

 《事業内容》
   Ｒ５ ナイター照明設備、防球ネット設置、バックネット更新、トイレ改修
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視点４ 改革に挑む街

新 ｊｉ㊻ ＬｏＧｏチャットサービス活用業務 〈情報政策課〉 8,800千円

 《チャットサービス導入効果》
   ・業務効率化 ・情報収集、意見交換による業務改善
   ・セキュリティ確保 ・災害時等の一斉情報共有

 職員専用のビジネスチャットを導入し、高度なセキュリティ環境内において、場所や時間を選ばないコミュ
ニケーション強化による業務効率化や、全国の自治体職員との情報共有を図る。

新 ㊹ 基幹業務システム標準化業務 〈情報政策課〉 102,600千円

 《システム標準化導入効果》
   ・導入及び維持管理費用の削減 ・専門的知識、ノウハウの共有化

 住民記録、税等の自治体基幹業務システムについて、国が定める標準仕様に準拠するシステムへ移行
することが義務化され、あわせて国が提供するガバメントクラウド上に構築することが努力義務とされた。
 この移行を計画的かつ円滑に実施するため、高い専門性やスキルが求められる情報システム調達におい
て、専門的知見を得るため外部アドバイザリー委託を行うとともに、現行システムの機能と国の標準仕様と
の比較分析を実施する。

新 ｊｉ㊺ ＣＩＯ補佐等業務 〈情報政策課〉 15,000千円

 外部の専門組織から、ＤＸ推進に関する専門的知見や高い情報収集力に基づく支援を受けること
で、デジタルを活用した業務改革や市民サービスの向上を図るとともに、本市が抱える業務課題に対して、
最新のＩＣＴソリューションに関する提案や分析を得ることで、効率的かつ最適なＩＣＴ施策の立案に
繋げる。
 ※CIO（チーフ・インフォメーション・オフィサー／副市⾧・本市デジタル施策の最高情報責任者）
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（１）地域社会のデジタル化

1 デジタル人材確保推進事業 21,700 5,000 16,700

2 スマートシティ推進事業 31,900 15,950 15,950

3 しもまちアプリ情報発信事業 市民 1,980 198 1,782

4 子育てタクシー普及支援事業 35,900 8,950 26,950

5 病児保育事業（予約システム導入） 1,960 550 1,410

6 健康づくりDX推進事業 2,500 1,250 1,250

7 母子健康手帳アプリの導入 3,700 1,980 1,720

8 スマート農業実践加速化事業 農林水産振興 35,000 17,500 17,500

9 観光デジタルナビ多言語強化事業 観光スポーツ文化 6,600 3,300 3,300

10 GIGAスクール構想推進事業(授業支援ソフト活用) 18,653 18,653

11 GIGAスクール構想推進事業(プログラミング教育推進事業) 4,455 4,455

12 電子図書館整備事業 5,500 2,750 2,750

１ 小計 169,848 57,230 0 198 112,420

保健

教育

総合政策

こども未来
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（２）自治体DXの推進

562,053 263,645 0 103,788 194,620総計

13 AI-OCRサービス 1,320 1,320

14 RPA運用業務 5,300 5,300

15 基幹業務システム標準化業務 102,600 102,600 0

16 ＬｏＧｏチャットサービス活用業務 8,800 990 7,810

17 市民窓口キャッシュレス決済導入事業 38,244 19,122 19,122

18 ＣＩＯ補佐等業務 15,000 15,000

19 AI議事録作成支援サービス 1,188 1,188

20 テレワーク推進事業 総務 596 596

21 コンビニ収納等委託業務 9,700 9,700

22 地方税共同機構車体課税関係費負担金 2,047 2,047

23 マイナンバーカード交付拡大事業 市民 178,000 178,000 0

24 粗大ごみ等受付システム賃貸借業務 環境 10,824 10,824

25 GIGAスクール構想推進事業(GIGAスクール運営支援センター整備事業) 教育 18,586 9,293 9,293

２ 小計 392,205 206,415 0 103,590 82,200

総合政策

財政
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総合計画に沿った
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総合政策部 Ｐ42

総務部 Ｐ45

財政部 Ｐ46

市民部 Ｐ47

福祉部 Ｐ49

こども未来部 Ｐ54

保健部 Ｐ57

環境部 Ｐ61

産業振興部 Ｐ63

農林水産振興部 Ｐ66

観光スポーツ文化部 Ｐ70

建設部 Ｐ73

都市整備部 Ｐ77

港湾局 Ｐ81

総合支所 Ｐ84

教育委員会 Ｐ85

消防局 Ｐ89

ボートレース企業局 Ｐ89

上下水道局 Ｐ90

令和５年度 88 57 145
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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 海峡エリアビジョン推進事業 68,000

第４節 連携・交流の推進
（３）人口定住の促進

人口定住促進業務 《広報戦略課》 27,137 20,337

－ 移住定住ＰＲ事業（移住相談窓口等） (8,000) (8,000)

新 － 移住定住ＰＲ事業（移住促進業務） (5,000)

－ 地方創生移住支援事業 (5,500) (4,200)

－ "出会いの場"婚活サポート事業 (2,500) (2,500)

拡 － 定住奨励金、出産祝金の支給 (5,000) (2,500)

LINEを活用した移住・定住情報発信 《広報戦略課》 2,285 2,285

拡 地域おこし協力隊業務 《企画課》 28,430 24,530

拡 デジタル人材確保推進事業 《企画課》 21,700 17,800

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１名増員（６名⇒７名）

デジタル人材の育成や発掘確保に取組み、本市のデジタルリテラシーを高めることで、持続可能な
地域経済の活性化につなげる。
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１名増員（２名⇒３名）

移住相談窓口を中心に、住まい・仕事等の相談に対応する。
（移住者のフォロー、移住体験等移住希望者とのコミュニケーション促進）

移住セミナーの開催や移住フェアへの参加を通じて、本市への移住元として最大圏域である関東圏
へ積極的かつ効果的な移住PRを行い、本市への移住促進を図る。

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及び本市に居住し、テレワークを行う者等に対して移住支援金を支給する。

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。

［対象地域］豊田、豊浦、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

下関市LINE公式アカウント内においてチャットボットを活用した移住・定住情報の発信を行う。

あるかぽーと・唐戸エリアにおける交流人口の拡大、下関ならではの産業や魅力の育成、雇用・定
住促進とこれによる観光地としての価値向上を目指す。
 ・あるかぽーと・唐戸エリアマスタープラン推進業務
  令和４年度策定の「あるかぽーと・唐戸エリアマスタープラン」を具現化するため、官民連携に
  よる推進体制の構築・運営、デザイン監修、実証事業の検討等を行う。
 ・リノベーションまちづくり推進業務
  遊休不動産の利活用促進、ワークショップの開催等により、賑わいスポットとなる拠点の充実
  を図る。
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総合政策部
第４節 連携・交流の推進

ふるさと納税業務 《企画課》 499,875

新 － 商品開発等支援補助金 (5,000)

拡 － ふるさとしものせき応援基金事業 (360,000) (180,000)

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》

国際親善交流業務（青少年の国際交流推進） 4,667 4,701

（２）国際交流の促進 《国際課》

国際親善交流業務 19,917 28,399

－ 釜山広域市･青島市職員派遣 (6,701) (5,513)

新 － 多文化共生のための防災訓練業務 (1,200)

国際交流員招致業務 5,701 5,666

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推進事業 12,745 5,745

新 － すみっこまちキャンペーン事業 (8,000)

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

（２）官民データ連携の推進 《情報政策課》

新 基幹業務システム標準化業務 102,600
標準準拠システムへの移行を計画的かつ円滑に実施するため、高い専門性やスキルが求められる
情報システム調達において、専門的知見を得るため外部アドバイザリー委託を行うとともに、現行シ
ステムの機能と国の標準仕様との比較分析を実施する。

防災講座（１部）：（日本人住人対象）災害時の外国人支援等の基礎知識
         （外国人住人対象）防災士による災害時対応・情報収集等基礎知識
避難所設営訓練（２部）：（日本人・外国人合同）設営、炊き出し、救護訓練等

小学生オンライン交流（中・韓）、中学生海外派遣（米）

青島市より交流員受け入れ

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。（寄附金増額による積立額の増）

1,006,197

返礼品の開発等に係る経費の一部を補助する。

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。

すみっコぐらし１０周年記念事業の「すみっこまちコラボ」として、キャンペーン、スタンプラリー開催及び
コラボグッズ作製等による情報発信プロモーションを展開することで、シビックプライドの醸成を図るとと
もに、交流人口の拡大を目指す。
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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 5,727 5,710

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 61,406 58,644

テレビ･ラジオ広報（手話広報含む） 13,263 13,263

（４）行政情報機能の充実

新 第３次下関市総合計画策定業務 《企画課》 1,200

拡 スマートシティ推進事業 《企画課》 31,900 24,800

基幹系システム運用管理業務 《情報政策課》 258,720 258,720

ＲＰＡ運用業務 《情報政策課》 5,300 4,674

インターネットシティ整備事業 《情報政策課》 498,155 308,106

新 － 市民窓口キャッシュレス決済導入事業 (38,244)

新 － CIO補佐等業務 (15,000)

新 － LoGoチャットサービス活用業務 (8,800)

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。

窓口払い証明手数料等を対象に、決済手段としてクレジットカード、電子マネー、コード決済を導入
する。 導入窓口：市民サービス課、市民税課、４総合支所、１２支所、２サテライトオフィス

「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「しもまちプラス」を通して、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。また、サービス連携として、子育てタクシーや母子健康手帳アプリ、病児保育予約シス
テムとの連携を図る。

第２次総合計画の計画期間（Ｈ２７～Ｒ６）満了を前に、次期（第３次）総合計画の策
定作業を行う。 ［債務負担行為］（Ｒ６）１６,０００千円

職員専用のビジネスチャットを導入し、高度なセキュリティ環境内において、場所や時間を選ばないコ
ミュニケーション強化による業務効率化や、全国の自治体職員との情報共有を図る。

外部の専門組織から、ＤＸ推進に関する専門的知見や高い情報収集力に基づく支援を受けるこ
とで、デジタルを活用した業務改革や市民サービスの向上を図るとともに、本市が抱える業務課題に
対して、最新のＩＣＴソリューションに関する提案や分析を得ることで、効率的かつ最適なＩＣＴ
施策の立案に繋げる。
※CIO（チーフ・インフォメーション・オフィサー／副市⾧・本市デジタル施策の最高情報責任者）
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総務部
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３節 学校の教育力の向上

（３）教育環境の整備 《総務課》
拡 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） (582,000) (159,600)

公立大学法人管理運営業務 365,069 318,154
－ 運営費交付金 (236,584) (205,751)

－ 授業料等減免交付金 (128,000) (112,000)

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

拡 防災業務 26,872 24,057
－ 自主防災組織育成助成金 (2,000)

国民保護業務 5,215 5,233

「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。
 Ｒ５ 学部棟建設、駐車・駐輪場整備、外構整備（プロムナード）、学部開設準備
 Ｒ６.４月開設予定

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。
 Ｒ５ 工事監理、学部棟建設 ［継続費］（Ｒ５～Ｒ６） １,９７０,０００千円
 Ｒ７.４月開設予定

伊崎自治連合会自主防災組織

1,908,200

(1,326,200)
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総務部

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

（２）情報公開の推進 《総務課》

情報公開・個人情報保護業務 5,168 4,839

（４）行政情報機能の充実 《職員課》

テレワーク推進事業 596 1,080

第４節 行財政の健全化
（１）行財政改革の推進

新 下関市職員退職手当基金の新設 《職員課》 562,000

公共施設マネジメント（解体・売却）事業 《資産経営課》 140,000 206,390

未利用財産利活用需要調査 《資産経営課》 2,000 2,000

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に向けた取組を行う。
⾧府第一保育園、菊川武道館、菊川総合支所第4庁舎、 民俗資料収蔵庫 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。

市職員の定年引上げに伴い退職手当の支給に要する経費の財源を確保し、将来にわたる財政の
健全な運営に資するため、下関市職員退職手当基金を設置する。

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

（５）財政健全化プロジェクトの推進

納税業務 《納税課》 93,833 111,552

－ コンビニ収納等委託業務 (9,700) (9,208)

資産税業務 《資産税課》 125,646 122,083

拡 － 地方税共同機構車体課税関係費負担金 (2,047) (567)
令和５年１月から始まった軽自動車関係手続のオンライン・ワンストップサービス化により車検や地
方税申告に係る納税者の負担軽減・サービス向上を図るもの。時間を気にすることなく24時間365
日申請が可能となり、紙の納税証明発行も不要となる。
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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・人権啓発 2,822 2,159

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》

男女共同参画施策推進業務 2,212 2,210

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》
拡 防犯啓発業務 34,763 33,262

－ 防犯対策や暴力追放に関する啓発活動

－ 防犯対策協議会への助成（防犯灯設置費等） (34,464) (31,464)
（３）交通安全対策 《生活安全課》

交通安全業務 20,643 21,082

－ 交通安全運動の実施等

－ 下関市都市照明推進委員会補助金 (10,000) (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） 12,939 14,792

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》

拡 斎場管理（６箇所） 260,348 146,602
－ 大谷斎場火葬炉改修

－ 大谷斎場施設改修業務 (90,000) (10,000)

墓園管理（中央霊園及び市営墓地１２箇所） 53,327 48,454

人権教育・啓発講座、人権フェスティバルの開催等

意識啓発のための講演・講座の開催、広報誌発行等

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。

空調設備及び照明設備（LED化）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》
拡 住民自治によるまちづくり推進事業 53,460 52,780

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》
拡 ボランティア･ＮＰＯ活動推進業務 52,299 27,099

－ しものせき市民活動センター運営等
－ ヴェルタワー下関大規模修繕負担金 (25,000)

市民活動支援補助金 1,500 1,500

（２）地域コミュニティ組織の育成支援 《まちづくり政策課》

コミュニティづくり推進業務 135,297 145,240
－ 地域活動振興業務 (109,144) (109,828)

－ 町民館整備費補助金 (12,200) (11,900)

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》

住民自治によるまちづくり推進事業（しもまちアプリ情報発信事業） 1,980 6,200

（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 27,709 22,457

旅券発給事務 4,888 4,910
マイナンバーカード交付拡大事業 178,000 171,000

交付事務を円滑に行うための人員体制を令和４年度に引き続き確保する。

まちづくり交付金（１地区平均：３００万円）
婚活支援イベント等加算（２０万円×５地区）
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。

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。

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
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福祉部
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 《障害者支援課》

こども発達センター管理運営業務 46,615 51,450

障害児支援給付等業務 950,000

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》
国民健康保険料の適正な運営（保険料率）

 １人あたり保険料 103,763円 ➡ 99,332円（△4,431円）

コンビニ収納等委託業務 6,468 7,168

国民健康保険料ペイジ―口座振替受付サービス 1,169 6,008

新 ＳＭＳ配信業務 1,419

拡 出産育児一時金支給 65,000 54,600

保健事業 284,047 281,254

－ 重症化予防事業 (5,038) (5,035)

－ はり、きゅう施術助成 (13,219) (15,968)
－ 外来人間ドック補助 (50,268) (50,268)

－ 歯周病健診 (4,693) (4,551)
－ 特定健康診査･特定保健指導 (180,538) (175,055)

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。

1,000,000

ＳＭＳ（ショートメッセージサービス）を活用し、口座振替、滞納者に対する納付催告、特定健診
受診などの各種勧奨を行うことで、利便性や収納率などの向上を図る。

窓口において保険料の口座振替の処理が可能となることで、国民健康保険料の収納率の向上を
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。

子育て世代の支援のための出産育児一時金を４２万円から５０万円へ拡充

生活習慣病の予防に資する特定健康診査･特定保健指導

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％ ２.７％ ２.６％

被保 険者 均等割 ２３,８００円 ７,６００円 ８,１００円

世 帯 別 平 等 割 ２１,０００円 ６,７００円 ５,５００円

６５万円 ２２万円 １７万円

保
険
料

区分

賦課限度額
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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

拡 重層的支援体制整備事業への移行準備事業 《福祉政策課》 15,399 8,673

民生児童委員活動援護業務 《福祉政策課》 77,356 77,353

社会福祉協議会助成 《福祉政策課》 121,320 119,643

婦人相談業務 《福祉政策課》 5,351 5,341

成年後見制度利用促進事業 《⾧寿支援課》 4,150 8,808

拡 社会福祉センター整備事業 《福祉政策課》 24,000 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

新 第９次いきいきシルバープラン策定業務 《⾧寿支援課》 6,946

地域包括支援センター運営 《⾧寿支援課》 444,591 432,216

－ 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》 20,175 19,875

生活支援体制整備事業 《⾧寿支援課》 43,658 43,061

認知症高齢者支援 《⾧寿支援課》 17,178 16,066
《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 (12,205) (11,136)

配食サービス 《⾧寿支援課》 55,236 55,236

はり､きゅう､マッサージ等施術助成 《⾧寿支援課》 36,337 38,291

高齢者措置業務（養護老人ホーム入所措置等） 《⾧寿支援課》 392,456 376,806

軽費老人ホーム助成（事務費補助：１１施設） 《⾧寿支援課》 411,000 397,000

生活支援ハウス運営 《⾧寿支援課》 13,086 13,086

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。
相談支援包括化推進員２名配置（１名増）

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あたり、建替整備
に係る借入金償還費用を助成する。 供用開始：令和７年２月予定
［債務負担行為］Ｒ５借入分（Ｒ６～Ｒ２５）７１３,０００千円

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。

高齢者福祉計画及び介護保険事業計画を一体化した「第９次いきいきシルバープラン」を策定す
る。 計画期間：Ｒ６～Ｒ８

［対象者］７０歳以上（国民健康保険被保険者を除く）
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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》 4,768 4,583

高齢者バス等利用助成 《⾧寿支援課》 32,238 32,193

介護施設等整備促進事業 《⾧寿支援課》 95,711 192,333

《介護保険課》

（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》

《保健部健康推進課》

保健福祉事業 《⾧寿支援課》 39,174 40,949

《介護保険課》

－ 介護者支援事業 (2,200) (2,200)

－ 在宅福祉事業 (26,640) (28,115)

－ 介護予防事業 (1,251) (1,251)

－ 介護人材確保支援事業 《介護保険課》 (3,583) (6,383)

拡 － 介護人材確保支援事業（介護職員等就労定着支援） 《介護保険課》 (5,500) (3,000)

保健事業・介護予防一体的実施業務 《保険年金課》 12,980 12,616

高齢者が介護を必要とする状態となっても、可能な限り住み慣れた地域において、その能力に応じ
て自立した日常生活を営むことができるよう、環境整備等に係る費用を助成する。
 特別養護老人ホーム（３施設）、軽費老人ホーム（１施設）
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（１施設）
 介護療養型医療施設転換（１施設）の整備費等助成

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。

①市内の介護サービス事業所に就職する外国人の介護職を対象に、転入旅費、引越費用等を助
成する。上限２０万円
②介護サービス事業所におけるICT化・介護ロボット導入等の業務改善・効率化に関する取組及び
介護人材の確保、定着を図る取組に要する費用の一部を助成する。上限３０万円

介護人材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等として就職する新
卒、転職、復職者に対し、就労定着支援金を支給する。
１人あたり１０万円（復職の有資格者は１５万円）

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。

1,146,174 1,196,074
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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 433,541 431,187

介護給付等費用適正化 15,290 15,628

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》
《保健部健康推進課》 5,220 5,064

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》 21,000 23,000

福祉タクシー助成 《障害者支援課》 48,220 48,180

特別障害者手当等給付 《障害者支援課》 90,205 90,203

障害者デイサービス 《障害者支援課》 35,000 37,000

重度心身障害者医療費助成 《障害者支援課》

重度訪問介護利用者の大学修学支援事業 《障害者支援課》 1,140 1,345

障害施設等整備費補助金 《障害者支援課》 6,954 11,468

新 障害者計画等策定業務 《障害者支援課》 5,658

障害者施策全般に関する基本的な考え方や方向性を定める「下関市障害者計画」等を策定す
る。 計画期間：Ｒ６～Ｒ１１

グループホーム（１施設）増築の整備費を助成（短期入所（１人）の緊急一時対応が可能）

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。

6,292,000 6,164,800

1,517,786 1,517,793

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

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 32,207

意思疎通支援 17,953 18,179

身体障害者補助犬飼育費助成事業 240 240

障害者スポーツセンター運営 31,663 31,358

身体障害者福祉センター運営 24,003 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》 53,355 52,613

生活保護（扶助費） 《生活支援課》

就労支援員の配置 《生活支援課》 6,403 6,380

中国残留邦人等生活支援業務 《福祉政策課》 3,010 2,810
社会福祉法人等利用者負担額減免助成 《介護保険課》 7,124 7,064

6,400,000 6,500,000

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 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。

手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員の派遣及び親子手話教室開催等
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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

新 子ども・子育て支援事業計画策定業務 《子育て政策課》 4,000

拡 子どもの居場所支援事業 《子育て政策課》 3,700 2,200

新 子育てタクシー普及支援事業 《子育て政策課》 35,900

子育て支援フロア運営業務 《子育て政策課》 15,917 15,875

拡 児童養護施設等生活環境改善事業 《子育て政策課》 2,800 800

子どものための教育・保育給付事業 《幼児保育課》

新 － 地域型保育事業 (24,893)

拡 就学前教育・保育施設整備補助金 《幼児保育課》 407,189 252,607

第２子保育料軽減事業 《幼児保育課》 24,000 23,000

病児保育事業（体調不良児対応型） 《幼児保育課》 16,508 16,423

利用者支援事業 《幼児保育課》 4,834 4,723

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 72,000

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

7,067,764 6,855,356

定期健診や出産時に介助者がいない、また自家用車が運転できない妊婦に対し、専門研修を受
けた認定タクシードライバーが妊婦の自宅などから病院まで安全・安心、スピーディーに移送する。

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。

待機児童が多く発生している川中・勝山地区において、地域型保育事業所を設置・運営する事
業者を公募し、当該事業者に対して地域型保育給付費を支給する。

児童養護施設等の入所児童等の生活環境改善や退所者等のサポート事業に対する経費の一部
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。

「子ども・子育て支援事業計画」（第3期）、次世代育成支援「市町村行動計画」、母子父子
寡婦「自立促進計画」、子どもの貧困対策推進「市町村計画」を一体的に策定する。〈"For Kids"
プラン2025〉 ［債務負担行為］（Ｒ６）３,７００千円

子ども食堂や学習支援等、子育てを支える子どもの居場所を提供する取組に対し、相談支援や
運営支援を実施する。

市立認定こども園（１０園）、私立認定こども園（１５園）、市立保育所（９園）、私立保
育所（２５園）、市立幼稚園（５園）、私立幼稚園（６園）

待機児童対策として私立保育所及び私立認定こども園の改築に係る整備費用を助成する。

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。
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こども未来部
第１節 子ども・子育て支援の充実

拡 待機児童対策（保育士確保）促進事業 《幼児保育課》 21,300 12,000

新 就学前施設安心・安全対策事業 《幼児保育課》 20,000

（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》 494,386 478,071

拡 病児保育事業（病児、病後児型） 《子育て政策課》 60,794 58,831

子育て短期支援事業 《子育て政策課》 1,641 1,401

－ 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》 21,000 27,500

地域子育て支援拠点事業 《子育て政策課》 38,045 37,839

《幼児保育課》 90,660 85,942

児童館管理運営業務 《子育て政策課》 59,396 42,979

拡 (18,300) (2,500)

ファミリー・サポート・センター事業 《子育て政策課》 7,140 7,016

    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》 122,016 120,236

Ｆｏｒ Ｋｉｄｓプラン啓発事業 《子育て政策課》 3,176 3,168

一時預かり事業（認定こども園､保育所､幼稚園） 《幼児保育課》 55,317 58,129

ヤングケアラー普及啓発事業 《こども家庭支援課》 1,487 1,000

乳幼児医療費助成 《こども家庭支援課》 401,066 439,498

拡 子ども医療費助成 《こども家庭支援課》 237,800 128,000
ボートレース未来基金を活用した子育て世帯への生活支援として、令和５年１０月より、小・中学
生に対する医療費自己負担分を全額助成し、子ども医療費を完全無償化するとともに、高校生
等の入院医療費についても、新たに全額助成を実施する。

地域子育て支援センター（市立：５か所、私立：１０か所）

私立保育所等が行う、施設内外の安全点検や保育中の事故発生防止対策に要する費用を助
成する。 【ふるさとしものせき応援基金活用事業】

 待機児童が多く発生している地区において、待機児童数の減少及び保育士の負担軽減を図る
ため、保育士及び保育補助者を新たに雇用した私立保育所・認定こども園に対し人件費の一部を
補助する。

・設置数 ３７か所 ５８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

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

・対象：０歳～小学校６年生まで（４施設）
空き状況確認やWeb利用予約が可能な病児保育予約システムを導入する。

－ 児童館遊具等更新 【ふるさとしものせき応援基金活用事業】

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。
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こども未来部
第１節 子ども・子育て支援の充実

ひとり親家庭等医療費の助成 《こども家庭支援課》 176,953 182,937

児童手当給付 《こども家庭支援課》

こども家庭支援拠点運営業務 《こども家庭支援課》 27,645 27,656

－ 養育支援預かり事業 (600) (600)

新 － 子育て世帯家事・育児支援事業 (1,000)

母子等福祉援護業務 《こども家庭支援課》 48,711 63,359

児童扶養手当支給 《こども家庭支援課》

母子父子寡婦福祉資金貸付業務 《こども家庭支援課》 31,010 19,321

修学資金、生活資金、就学支度資金等

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

（２）各種保健事業の推進

新 妊娠出産子育て支援事業 《こども家庭支援課》 76,500

［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）

ヤングケアラーや特定妊婦、要保護児童等がいる家庭への支援として、訪問支援員による直接的
な家事支援や育児支援を実施する。

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。

妊娠期から出産・子育て期まで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につ
なぐ伴走型の相談支援を充実させるため、出産・子育て応援ギフトによる経済的支援を一体的に
行う。

3,360,000 3,450,000

1,230,000 1,290,000

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
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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） 6,178 6,100

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 3,195 3,294

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》 5,455 5,426

－ 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》 26,726 26,882

－ 新型コロナウイルス感染症検査事業 (19,200) (20,000)

（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 11,795 8,864

－ 猫の不妊去勢手術助成金 (1,860) (1,860)

新 － 動物愛護活動支援事業費補助金 (3,400)

犬の適正管理 14,273 13,610
－ 犬の登録、狂犬病予防注射済票交付、適正飼養指導等

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。

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に収容される犬猫の殺処分数ゼロを目指すため、殺処分対象となっている
犬猫の譲渡促進を図る。

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。
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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 19,178 15,209
－ 健康づくり推進協議会、食生活改善の推進

－ 食育推進計画「下関ぶちうま食育プラン」推進

新 － 健康づくりDX推進事業 (2,500)

新 (3,226)

保健推進委員活動 5,795 5,803

（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》 9,941 9,478
《健康推進課》

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》 489,217 420,000

新型コロナウイルス感染症宿泊・自宅療養事業 《保健医療政策課》

新

地域感染対策事業 《保健医療政策課》 2,727 468

結核対策業務 《保健医療政策課》 29,701 29,663

《健康推進課》

風しん抗体検査・予防接種 《保健医療政策課》 16,566 37,436
《健康推進課》

各世代の中で抗体保有率が低い昭和３７年４月２日から昭和５４年４月１日までの間に生
まれた男性に対し、令和７年３月末日まで無料で抗体検査及び予防接種を実施する。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

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。

(1,096,000) (1,436,000)

新型コロナウイルス感染症の自宅療養者に対して、健康観察等を実施し、療養者の健康管理や
適切な医療の提供を行う。

1,765,000 1,436,000

(669,000)

－ 新型コロナウイルス感染症宿泊療養事業

－ 新型コロナウイルス感染症自宅療養事業

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。

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。

第２次計画の終了（Ｒ５）に伴い、Ｒ６年度を初年度とする新たな第３次下関市健康づくり
計画を策定する。

－ 第３次健康づくり計画（ふくふく健康２１）策定業務

感染症予防業務、肝炎対策、エイズ対策、性感染症対策

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。

朝ごはん３（スリー）チャレンジ、第４次計画の推進

既存事業のふくふく健康チャレンジのデジタル化を図り、市民の健康づくりに対する利便性と継続性
を高める。 Ｒ５ 構想・基本設計 Ｒ６ 実装
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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》 171,185 176,524

母子保健相談指導 《健康推進課》 24,281 20,665
－ 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

新 － 母子健康手帳アプリ導入 (3,700)

乳幼児健診指導 《健康推進課》 42,023 44,265

妊産婦健診指導 《健康推進課》 172,614 178,355

新 妊娠出産子育て支援事業 《健康推進課》 5,600

不妊治療費助成 《健康推進課》 6,109 23,987

精神保健福祉業務 《健康推進課》 5,333 5,593

小児慢性特定疾病対策 《健康推進課》 57,053 56,352
難病患者在宅ケア推進 《健康推進課》 5,719 5,693

心身障害児総合療育機能推進事業 《健康推進課》 1,758 1,781

予防接種業務（こども） 《健康推進課》 596,338 620,174

予防接種業務（成人） 《健康推進課》 224,372 224,046

新型コロナウイルスワクチン予防接種業務 《健康推進課》 190,000
「インフルエンザ」「成人用肺炎球菌ワクチン」

・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。

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。

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

０歳から２歳の低年齢の子育て家庭に焦点を当て、妊娠期から出産・子育て期まで一貫して相
談に応じる伴走型相談支援を行う。

「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」「HPVワクチンキャッチアップ接種」など

母子健康手帳の電子アプリを活用し、情報発信の新たなツールとして子育て家庭へのサポートを行
う。

1,480,000
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保健部
第１節 保健・医療の充実

（３）地域の医療体制等の充実

休日等・夜間急病対策業務 235,968 176,156
－ 救急医療対策業務 《保健医療政策課》 (64,590) (64,171)

《地域医療課》

－ ＡＥＤの整備 《保健医療政策課》 (6,122) (5,013)

－  Ａ Ｅ Ｄ の 整 備－ 夜間急病診療所運営 《地域医療課》 (165,256) (106,972)
地域医療確保対策業務 《地域医療課》 11,700 1,000

新 － 下関市立市民病院医療機能分析等支援業務 (8,000)

発熱外来（地域外来・検査センター）業務 《地域医療課》 111,900 57,296

市立市民病院運営費負担金･交付金 《地域医療課》 869,165 821,674

市立市民病院整備資金貸付 《地域医療課》 569,900 342,000
豊田中央病院医療機器整備 《豊田中央病院》 27,000 24,000

－ 光干渉断層計 ほか
豊田中央病院医師確保対策事業 《豊田中央病院》 11,955 15,242

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》 5,220 5,064

《福祉部障害者支援課》

介護給付、訓練等給付、補装具費支給、自立支援医療給付

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

国の重点支援区域に選定されたことを踏まえ、「地域医療構想」の実現に向け、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を開催するな
ど、持続可能で良質な医療提供体制の確保を図る。

新型コロナウイルス感染症対策に係る国・県の動向を踏まえ、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）の運営を行う。

将来を見据えた下関市立市民病院の方向性について、詳細調査・分析を行う。

6,292,000 6,164,800

医師確保対策として、総合診療研修支援等を行う。
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環境部
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

（２）観光資源の充実

拡 東行庵公衆便所更新整備事業 《環境施設課》 55,700 1,500

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 33,634 33,258

（２）環境保全の意識向上

環境教育 《環境政策課》 772 829

しものせき美化美化大作戦 《クリーン推進課》 1,377 1,395

（３）地球温暖化対策の推進 《環境政策課》

地球温暖化対策 720 2,546

次世代エネルギー利活用推進業務 23,497 19,833
－  地 域 再 エ ネ 導 入 目 標 ・ 脱 炭 素 先 行 地 域 計 画 策 定 事 業－ 地域再エネ導入目標・脱炭素先行地域計画策定事業 (8,000) (8,000)

拡 －  ス マ ー ト ハ ウ ス 普 及 促 進 補 助 金－ スマートハウス普及促進補助金 (10,000) (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》 15,981 15,520

－ 不法投棄パトロール等の実施

廃棄物減量等推進業務 《クリーン推進課》 22,352 26,564

－ 再資源化推進事業奨励金 (15,292) (15,613)

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

市域における温室効果ガスの削減に向け、「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年脱炭素社会実現を見据えた再生可能エネルギー導入目標を策定するとともに、国が
公募する脱炭素先行地域の計画を策定し、応募について検討を行う。

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。（予算増額）

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。（古紙：４円/㎏ 他）

全国デザインコンペ結果に基づき整備を実施し、東行庵の魅力向上を図る。

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
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環境部
第３節 廃棄物処理の推進

基幹的設備改良事業（リサイクルプラザ） 《環境施設課》 902,000

基幹的設備改良事業（奥山工場１８０ｔ炉） 《環境施設課》 3,000 4,235

終末処理業務 《環境施設課》 324,493 320,554

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》 18,624 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

整備費国交付金条件である循環型社会形成推進地域計画の策定を行う。

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

1,119,000
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産業振興部
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 5,000 3,475

拡 空き物件活用ビジネス支援事業費補助金 24,500 25,500

創業トータルサポート業務 11,000 11,000

新 地域商業機能複合化推進事業補助金 5,000

中心市街地活性化チャレンジ資金融資 74,860 117,917

（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 152,957 201,915

中小企業体質強化特別融資

中小企業等経営安定化短期資金融資 179,250 311,751

中小企業体質強化特別融資等債務保証料補給 44,000 44,000

（３）企業の誘致 《産業立地・就業支援課》

企業誘致業務 4,841 5,000

企業立地促進奨励金 129,000 102,000

中心市街地事務所立地促進補助金 1,043 2,100

サテライトオフィス誘致事業 6,900 6,500

－ 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

新 国内販路開拓事業 《産業振興課》 6,000

拡 地域経済牽引事業促進補助金 《産業立地・就業支援課》 118,000 46,000

ふるさと起業家支援補助金 《産業振興課》 20,098 20,000

1,570,829 1,321,523

本市の産品ブランドを結束し、地域ブランドとして再構築することで産品の認知度向上や競争力の
強化、販路拡大を図る。

空き店舗や空き家を賃借、所有又は管理し、自ら事業を行おうとする者に対し、家賃や店舗改装
費等の一部を補助することにより、空き物件を解消するとともに、円滑な事業展開を支援する。
 家賃補助   補助率 １/３ 補助限度額  ２００千円
 改装費用補助 補助率 １/２ 補助限度額 １,０００千円

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。

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％）（予算増額）

社会・地域課題解決事業及び地域振興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活用した補助を行う。

商店街等において、来街者の消費動向などの調査分析や最適なテナントミックスの検討等、消費
動向や需要変化に応じた商店街の実現に向け、新たに取り組む実証実験を支援する。
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産業振興部
第２節 商工業の振興

起業資金融資 《産業振興課》 85,059 76,497

展示見本市等出展補助金 《産業振興課》 1,100 1,200

下関ブランド発信事業 《産業振興課》 1,900 1,570

地域資源活用促進事業 《産業振興課》 6,100 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

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》 5,500 5,600

新 エキマチ広場利活用促進事業 《産業振興課》 2,000

貿易拡大推進事業 《産業振興課》 21,038 18,983

－ 輸出入品展示商談会開催負担金 (725) (725)

－ 下関地域商社／海外販路開拓支援事業 (19,000) (18,000)

 

（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 17,009 17,059

貿易団体の育成（日本貿易振興機構山口貿易情報センター事業費補助金） 1,115 1,955

エキマチ広場にベンチ・テーブルや植栽、人工芝等を設置し、通行者のくつろぎ・憩いの場としての機
能を高める実証実験を実施する。

本市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い、基幹産業である食料
品製造業の競争力強化を図る。

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、製品を有し、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。

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対し、市を中心に「産・官・学・金」の各主体がノウハウ
を持ち寄った擬似的な貿易商社「下関地域商社」が、情報収集から貿易取引に至るまでの支援を
行うことで、スムーズかつ効果的な海外への販路拡大を図る。
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産業振興部
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） 4,841 5,000

企業立地促進奨励金（再掲） 129,000 102,000

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） 118,000 46,000

（２）就職支援 《産業立地・就業支援課》

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 13,300 9,900

就職マッチング支援事業 10,894 10,914

－ 就業機会創出事業 (8,400) (8,400)

高年齢者就業機会確保業務 10,162 10,146

－ 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 1,013 1,069

勤労者福祉施設の運営（勤労福祉会館ほか４施設） 407,757 133,747

拡 － 勤労福祉会館本館改修事業 (262,000) (9,000)

新 － 豊浦勤労青少年ホーム改修事業 (14,800)

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 19,905 20,355

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
報発信や奨学金返還支援補助金制度のインセンティブを活用した地元企業とのマッチング支援等
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。

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。

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。 Ｒ５ 耐震補強工事、空調改修

豊浦勤労青少年ホームの施設改善・⾧寿命化を行い、近隣の黒井公民館と将来的に集約化を
実施する。 Ｒ５  エレベーター設置に係る地質調査、構造設計、屋上防水・水道設備改修
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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 253,750 174,740

農業競争力強化基盤整備事業（県施行負担金） 101,000 108,000

拡 排水機場の整備 50,607 45,800

〈畜産業〉 《農業振興課》

畜産振興業務 4,128 4,575

家畜防疫対策業務 6,282 5,851

〈林業〉 《農林水産整備課》

民有林振興業務 5,205 5,864

市有林造林事業 79,034 72,668

市行造林事業 7,313 10,009

拡 森林経営管理推進業務 29,300 19,000

林道橋梁補修事業 27,300 21,200

〈漁業〉

漁業生産基盤整備事業費補助金 《水産振興課》 3,500 3,500

下関漁港整備事業（県施行負担金） 《水産振興課》 84,828 89,976

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》 27,000 17,500

水産物供給基盤機能保全事業 《農林水産整備課》 38,800 8,100

－ 漁港施設改修（豊北地区）

・農業生産基盤整備事業（新堤、崎田、松川、神の前地区）
・ため池等整備事業（県施行負担金 :鍛冶屋原、大年、菊川中、豊田地区 ほか)
・団体営ため池等整備事業（相刈、駒浜、小野田、姥ヶ迫地区 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 百間地区、歌野川ダム）
・乃木浜排水機場遊水池土砂浚渫、王喜東排水機場整備

「森林経営管理法」に基づき、私有林（人工林）の適正な管理を推進するため、森林所有者に
対する意向調査を実施し、森林経営管理権集積計画を作成するとともに、適正な経営や管理が
できていない私有林（人工林）の整備を実施する。

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）

尾山港（角島） 船揚施設改修

緊急物資保管施設整備、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



67

農林水産振興部
第１節 農林水産業の振興

拡 川棚漁港施設機能強化事業 《農林水産整備課》 273,000 35,000

新 安岡漁港機能増進事業 《農林水産整備課》 31,500

〈流通〉

拡 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》 26,240 25,921

－ 就農円滑化対策事業費補助金 (13,975) (15,650)

－ 首都圏等相談会 (691) (691)

－ 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 (1,500) (3,000)

新 － 経営発展支援事業 (3,750)

新 スマート農業実践加速化事業 《農業振興課》 35,000

新 新たな農業経営者等育成実践モデル事業 《農業振興課》 11,500

農地集積支援事業 《農業振興課》 16,400 16,650

遊休農地等再生対策モデル事業 《農業振興課》 10,000 10,000

ニューフィッシャー確保育成推進事業 《水産振興課》 7,733 4,683

－ 経営自立化支援事業費補助金 (1,325) (2,275)

(300) (300)

－ 漁業担い手移住定住促進事業費補助金 (2,100) (2,100)

－ 新規漁業就業者生活・生産基盤整備事業費補助金 (4,000)

1,535,600

農業従事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
経費及びドローンの免許取得費用やレンタル事業に必要な費用の一部を助成する。

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。
 Ｒ５ 本設市場整備、海水取水施設整備
［継続費］（Ｒ４～Ｒ６） ３,８７０,０００千円

新たに農業経営を開始する認定新規就農者に対して、機械・施設の導入等に要する経費の一部
を助成する。

漁港施設において、高潮や波浪に対する機能を確保するため、防波堤や物揚場等を整備する。

漁港の安全対策向上のため浚渫を実施する。
 Ｒ５ 測量・土質調査業務、航路・泊地浚渫

人口減少が著しい農村地域において、遊休農地等を活用し、農業生産を行う農業法人等に対し
て、移住就農者を受け入れ、効率的な生産活動に取り組むために必要な支援を行い、新たな農
業経営の実践を行う移住就農者の育成・確保に要する経費の一部を助成する。

－ 乗組員定着促進事業費補助金

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。
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農林水産振興部
第１節 農林水産業の振興

（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》 6,458 1,910

－ 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

新 学校給食用食材実証業務 《農業振興課》 2,000

農林水産事業者の新たな販路開拓支援事業 《農業振興課》 6,500 15,500

拡 有害鳥獣捕獲業務 《農業振興課》 62,462 43,960

－ 有害鳥獣捕獲事業費補助金 (44,686) (23,316)

－ ジビエ処理施設管理運営 (5,933) (5,933)

「しものせ木」木材利用促進事業 《農林水産整備課》 2,000 4,000

水産物プロモーション事業 《水産振興課》 4,400 4,400

栽培漁業センター管理運営 《水産振興課》 22,088 22,611

種苗放流事業 《水産振興課》 4,211 4,211

くじら文化発信事業 《水産振興課》 111,177 118,677

拡 － くじらの街下関推進事業 (8,200) (7,200)

－ くじらの街下関推進事業（下関市母港化促進補助金） (2,000) (10,500)

－ 新たな捕鯨母船建造支援事業 (100,000) (100,000)

本市の水産物５大ブランド（ふく、うに、くじら、いか、あんこう）を中心に、デジタル動画やデジタル
パンフレットを整備し、水産関係団体等と連携しながら効果的なPRを実施する。

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。

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、新たな捕鯨母船
の名称周知、くじら給食１０万食の提供及び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、捕鯨船団の乗組員等の本市への移住に対する支援を
行い、受け入れ体制を強化する。

「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。

下関産木材を活用した「木工製品」の市販化に向けた取り組みに要する経費の一部を助成し、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。

指定管理鳥獣であるシカの急激な個体数増加や生息域の拡大に緊急的に対応するため、鳥獣
被害対策実施隊による、捕獲活動を強化する。（捕獲奨励金予算額の増額）

豊田農業公園「みのりの丘」の圃場の一部を活用して、関係機関と連携し、学校給食用の野菜の
展示研修栽培を行う。

母船式捕鯨業者が、市内の造船会社で建造している新たな捕鯨母船について、建造経費の一部
を助成する。
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農林水産振興部
第１節 農林水産業の振興

（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》 401,587 381,585

中山間地域等直接支払推進事業 《農林水産整備課》 265,084 253,504

環境保全型農業直接支払事業 《農業振興課》 8,488 5,823

農業公園管理運営（交流体験施設等管理） 《農業振興課》 14,759 14,454

新 深坂自然の森キャンプ場トイレ再整備事業 《農林水産整備課》 15,000

離島漁業対策事業 《水産振興課》 3,793 3,793

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） 252,971 215,876

－ 農業集落排水事業公営企業会計移行事業 (3,495) (16,491)
拡 － 菊川総合支所旧庁舎埋設管移設事業 (52,000) (5,200)

漁業集落排水処理（蓋井島） 133,699 18,695

－ 漁業集落排水事業公営企業会計移行事業 (3,752) (1,000)

拡 － 漁業集落環境整備事業 (118,500) (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 198,450 218,644

－ 宇賀漁港海岸保全施設（護岸改良） (178,500) (210,000)

－ 安岡漁港海岸保全施設老朽化対策（護岸） (19,950) (8,644)

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。

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。
 Ｒ５ 実施設計、機能保全工事

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。

離島において、漁業者自らが集落協定を締結して実施する漁業再生への取組を支援する。

キャンプ場のトイレ洋式化（男性用４基、女性用６基）を実施する。
【ふるさとしものせき応援基金活用事業】

旧菊川総合支所庁舎跡地処分に伴う、埋設汚水管の布設替えを行う。
 Ｒ５ 排水管移設工事 、環境整備工事
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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 3,498 3,302

文化事業推進業務 16,303 16,031

－ 朝鮮通信使行列再現事業 (6,175) (6,175)

下関市民会館改修事業 61,600 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2023（2023.6.18） 3,510 3,510

下関海響マラソン2023（2023.11.5） 19,125 19,012

海響アスリート認定制度 379 218

維新・海峡ウォーク 602 602

海峡のまち下関歴史ウオーク 370 370

つのしま夕やけマラソン 2,600 2,600

スポーツ合宿誘致促進 2,400 2,400

スポーツコミッション推進 2,219 2,219

プロ野球招致事業 5,000 5,000

トップスポーツアカデミー事業 1,000 1,000

アウトドアスポーツによる地域活性化事業 10,000 10,000

新 下関市スポーツ推進計画策定業務 1,300

新 運動部活動の地域移行実証事業 6,600

新 下関球場スコアボード改修事業 157,000

新 下関陸上競技場改修 14,000

新 豊北総合運動公園テニスコート人工芝張替改修 20,500

県立下関武道館管理運営業務 26,915 26,915

中央監視伝送端末装置、空調設備、大ホール吊り物ワイヤー等の予防保全改修を行う。

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、プロ野球ファーム交流
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。

テニスコート（４面）人工芝について全面張替えを行う。

計画的かつ継続的なスポーツ振興を図るため「第２期スポーツ推進計画」を策定する。
計画期間：Ｒ６～Ｒ１５

中学校の部活動を「学校単位」から「地域単位」の取組みへと移行させる運動部活動改革の制
度設計に向けて、実証事業の実施により課題を明確化し、段階的な地域移行を進めて行く。

平成１８年に設置したオーヴィジョンスタジアム下関のスコアボードをフルカラーLED方式に全面改修
する。 ［継続費］（Ｒ５～Ｒ６） ２２６,０００千円

令和５年６月までの２種公認を継続させるため、トラック等の施設整備を実施する。
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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

（１）にぎわい観光都市づくり 《観光政策課》

観光宣伝業務 84,049 79,545

新 － 下関市観光動態調査業務 (10,000)

－ しものせき観光キャンペーン補助金 (26,042) (26,042)

拡 － ワーケーション推進事業 (4,000) (2,500)

－ 海峡花火大会補助金 (5,921) (5,921)

新 テイスト・オブ・下関推進事業 7,000

コンベンション等誘致促進業務 27,232 27,232

－ ＭＩＣＥ誘致強化 (2,400) (2,400)

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

（２）観光資源の充実

甲冑衣裳等補修業務 《観光政策課》 959 816

拡 海響館改修事業 《観光施設課》 984,000 170,300

新 旧秋田商会ビル事業計画策定業務 《観光施設課》 1,500

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、アシカ展示・繁殖
施設（仮称）の設置を行う。 Ｒ５ 施設・設備改修工事、展示・繁殖施設建設工事
 ［継続費］（Ｒ５～Ｒ６） ２,４５４,０００千円

｢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。

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。

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

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 ５件→７件

本市における観光諸施策を効率的かつ効果的に推進するための基礎資料として観光客の動向や
特性を把握するための調査を行う。

市内飲食店等が参加する誘客促進キャンペーン及び広報宣伝を併せて実施し、ふく、くじら、あんこ
う、いか、うになど、本市の多様な食文化をＰＲすることで、「食の宝庫下関」のさらなる認知度の
向上を図り、本市への誘客促進及び地域のブランド化につなげる。

旧秋田商会ビルの施設状況調査の前提となる事業計画を策定する。
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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

火の山地区観光施設再編整備事業 《観光施設課》 50,720 112,500

新 火の山新移動施設整備事業 《観光施設課》 44,000

海峡ビューしものせき改修事業 《観光施設課》 49,600 37,000

（３）外国人観光客の誘致 《観光政策課》

国際観光対策 11,229 10,297

新 観光デジタルナビ多言語強化事業 6,600

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 1,940

《産業振興部産業振興課》 5,500 5,600

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） 2,648 2,648

北⾧門海岸国定公園内（つのしま自然館） 5,697 4,998

観光情報を多言語で紹介するホームページを日本語ページから独立して作成し、外国語による検
索利便性を向上させるとともに、QRコード等を用いた動画による多言語観光案内環境を構築し、
インバウンド受入対応の強化を図る。

既設立体駐車場の安全設備及び場内表示板等の改修を実施する。

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下関オンラインツアーtoリア
ルツアー事業

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。

老朽化したロープウェイに替わるパルスゴンドラ方式を採用した移動施設の整備に要する測量・地質
調査業務を実施する。
 ［債務負担行為］（Ｒ６～Ｒ８）１,９５１,０００千円

施設内の改修工事及び修繕、備品の購入を実施するもの。
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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

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 102,453 250,903

－ 公営住宅等エレベーター設置事業 (10,000) (156,100)

拡 白雲台団地公営住宅等整備事業（２期） 256,185 8,880

拡 ⾧府前八幡（１）団地  団地再生業務 14,800

下関駅周辺地区市営住宅等団地再生業務 16,500 34,570

住宅家賃等納付勧奨業務 7,225 11,111

（２）安全・安心な住環境の整備 《住宅政策課》

空き家対策業務 23,421 28,876

－ 空き家居住促進改修補助金 (2,400) (2,400)

－ 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) (3,500)

下関駅周辺地区に位置する市営住宅等の集約建替を行い、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、集約建替に向けた業務（ＰＦＩアドバイザリー業務委託、移転補償
費算定業務）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改修費用の一
部を補助する。
（上限：重点対象地区 ８０万円／件、その他 ６０万円／件）

⾧府地区の集約拠点に位置付けている⾧府前八幡（１）団地の更新と近隣団地による集約建
替に向けた業務（ＰＦＩ導入可能性調査、敷地測量）を行う。

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。

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：彦島迫町里Ｒ１ Ｒ５年度 実施設計

白雲台団地の既存建物（Ｒ４棟～Ｒ６棟及びＲ９棟）について、ＰＦＩ（ＢＴ）手法によ
る建替事業を行う。 Ｒ５年度 ＰＦＩ事業委託（設計、解体業務）
［債務負担行為］（Ｒ５～Ｒ８）１,５３４,３７２千円
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建設部
第４節 住環境の整備

拡 住宅・建築物耐震化促進業務 6,068 5,036

－ 住宅・建築物耐震化促進事業費補助金 (5,000) (4,000)

民間住宅対策業務 21,969 23,153

－ 移住者向け住宅購入支援事業（再掲） (20,000) (20,000)

－ 住宅浸水対策助成金 (1,800) (3,000)

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 まちなかウォーカブル推進事業 157,000

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） 66,000 84,000

（３）生活道路の整備 《道路河川建設課》

道路整備事業 338,600 385,850

新 4,500下関駅周辺平面横断設置に伴う交差点協議資料作成業務

木造住宅の耐震改修事業に対する補助に加え、一定規模以上の多数利用建築物またはマンショ
ンの耐震化診断に要する費用の一部を補助する。

下関駅周辺の利便性や回遊性向上を図るため、駅周辺の交差点に平面横断を設置するに際し、
関係機関（交通管理者及び道路管理者（国・県））との交差点協議を行うための資料を作成
する。

中心市街地（下関駅～唐戸地区）において、官民一体で、「居心地が良く歩きたくなるまちな
か」の創出を進め、まちの魅力向上を図る。

武久町８５号線他、、小月小島線、延行･郷線他、中村⾧正司線、市石印寺線、宮迫中原線
ほか
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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１節 生活安全の推進

（３）交通安全対策 《道路河川建設課》

交通安全施設等整備事業 370,650 339,610

－ 特定交通安全施設等整備事業 (359,650) (323,080)

－ 生活道路の抜け道対策事業 (6,000) (6,000)

新 － 通学路交通安全対策（復旧）事業 (5,000)

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

道路維持管理業務 634,914 704,666

ー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 《道路河川建設課》 (313,014) (431,516)

新 － 下関駅前地下道（アトランティス）改修事業 《道路河川建設課》 (9,000)

新 － アンダーパス緊急時進入防止対策事業 《道路河川建設課》 (47,000)

－ 市道重点改修事業 《道路河川管理課》 (154,100) (152,750)

高尾･幡生線、椋野・伊倉線、員光・清末線他、宇部線（高磯折第１踏切）、清末西町３号
線他、勝山田倉１８号線、三町～下保木線、中道線 ほか

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。

通学路における路面標示、カラー舗装や外側線等について、経年劣化による消失箇所の計画的か
つ集中的な復旧対応を行い、児童の安全・安心な通学環境を確保する。

【第１工区】
 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
【第２工区第１期】
 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２工区第２期】
 バスターミナル前 エレベーター更新
【第３工区】
 旧エディオン前 エスカレーター撤去 エレベーター、階段設置
   ［継続費（第２工区第２期・第３工区）］ （Ｒ５～Ｒ７） ５０９,５００千円

老朽化が進行している下関駅前地下道（アトランティス）を歩行者が安全で安心して通行できる
空間として補修（天井・壁面等）を行う。

近年頻発する局地的大雨により冠水の危険がある箇所へ、未然に車両の進入を防止するセンサー
感知の緊急遮断施設を設置し、被害防止を図る。
設置箇所：新下関第５地下道、才川地下道 【ふるさとしものせき応援基金活用事業】

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３節 道路・橋梁等老朽化対策の推進

－ 雑草対策推進事業 《道路河川管理課》 (7,000) (7,000)

拡 － 道路施設保全改修事業 《道路河川管理課》 (35,900) (6,000)

新 － 道路照明LED化リース事業 《道路河川管理課》 (7,000)

緊急自然災害防止対策事業（道路防災） 《道路河川建設課》 242,400 248,100

道路メンテナンス事業【橋りょう維持費】 《道路河川建設課》 436,100 515,800

ー 橋梁等⾧寿命化  (396,100) (412,800)

ー 橋梁等点検  (40,000) (103,000)

第６節 河川・海岸環境の整備

（１）河川環境の整備

緊急自然災害防止対策事業（河川改修） 《道路河川建設課》 188,000 153,000

浸水対策事業 《道路河川建設課》 106,250 103,800

緊急浚渫推進事業 《道路河川管理課》 96,300 139,700

急傾斜地崩壊対策事業 《道路河川建設課》 160,960 169,142

－ 小規模急傾斜地崩壊対策事業 (30,600) (118,142)

－ がけ崩れ災害緊急対策事業 (89,360) (10,000)

－ 県施行工事費負担金 (41,000) (41,000)

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

建築職員スキルアップ事業 《公共建築課》 600 600

後田町９号線、勝山一の宮本町１０号線、小月・清末地区の浸水対策に伴う実施設計

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。

彦島本村町七丁目（１０）－②

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。

老朽化した道路施設の計画修繕を行い、道路の健全度を高め、維持管理コストを縮減させていく
予防保全型の維持管理を実施する。 Ｒ４調査→Ｒ５改修工

市内の道路照明について、電気使用量が少ないＬＥＤ電灯へリースにより交換する。
［債務負担行為］（Ｒ６～Ｒ１５） １３３,０００千円

江の浦町二丁目（１３）、王司上町３丁目、王司神田町４丁目（１）

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。
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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
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》

拡 新総合体育館整備事業 8,858

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》

新 火の山公園再編整備事業 158,700

新 豊浦地域［川棚温泉エリア］再生事業（リフレッシュパーク豊浦野外ステージ整備） 10,296

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 66,826 5,694

新 － 歴史的建造物等夜間景観照明整備事業 (30,000)

新 － 美しい景観づくりシンポジウム (800)

新 － 関門橋景観整備負担金 (30,000)

－ 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 (4,776) (4,444)

－ 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 4,364 4,363

－ 屋外広告物条例に基づく屋外広告物の規制

762,109

下関運動公園において、下関市体育館、及び下関市障害者スポーツセンター等を再編し、本市ス
ポーツ振興の中心拠点及びイベント会場等として総合体育館を整備する。
Ｒ６.８月供用開始予定 ［債務負担行為］（Ｒ５～Ｒ２０） ６,６０１,３５０千円

赤間神宮、日清講和記念館等のライトアップをリニューアルすることで、新たな夜間景観の魅力向
上を図る。 Ｒ５ 赤間神宮、日清講和記念館

令和５年に開通５０周年をむかえる関門橋について、本市、北九州市及び西日本高速道路㈱
の３者が連携し、ライトアップをリニューアルすることで、新たな夜間景観の魅力向上を図る。

景観シンポジウムの開催を通じて本市の景観の魅力を発信し、市民の景観まちづくりに対する意識
の醸成を図る。

火の山全体の再整備計画「光の山プロジェクト」に基づき、魅力を最大限に活かして、市民や観光
客が年間を通じて訪れることができるスポットとして計画的に整備を進める。
Ｒ５ 展望デッキ、アスレチック、キャンプ場等実施設計

芝生や椅子に座ったり、自由に飲食したりしながら音楽や映画等を気軽に楽しめるイベントの開催を
可能にするステージの整備を実施する。
 Ｒ５ 地質調査、実施設計
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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
第１節 市街地の整備

（１）市街地の魅力向上 《市街地開発課》

拡 竹崎町四丁目地区優良建築物等整備事業 185,800 48,200

日和山公園周辺地区市街地整備事業 12,900 39,428

入江町周辺地区土地区画整理事業検討業務 12,000 9,000

（２）持続可能な都市空間づくり

新 立地適正化計画の一部見直し（防災指針の策定） 《都市計画課》 4,000

新 小月駅周辺土地利用基本構想策定業務 《都市計画課》 5,000

新 道路拡幅まちなみ更新補助金 《都市計画課》 3,000

地籍調査の推進（本庁･菊川･豊田･豊北地域） 《都市計画課》 101,108 100,848

新 中心市街地交通円滑化対策事業 《交通対策課》 13,000

サイクルタウン下関構想推進事業 《交通対策課》 4,990 4,946

日和山公園周辺地区において、区画整理や道路周辺整備の事業手法の検討や調査を実施す
る。これにより、老朽建築物が密集し、住環境の改善が必要である中心市街地北側斜面地のまち
の再生を目指し、地区住民と合意が図られた施設の整備を進める。

入江町周辺地区において、土地区画整理事業の検討を行う。これにより、老朽建築物が密集し、
住環境の改善が必要である中心市街地北側斜面地のまちの再生を目指し、地区住民と事業の
合意形成を図る。

国道４９１号下小月バイパス、市道小月小島線の整備に合わせて、小月駅前の再開発や、駅
南側の土地利用の可能性等について検討し、各エリアの土地利用の基本構想を策定する。

密集市街地の狭隘道路を解消し安全の確保やまちの更新を促進するため、狭隘道路に面する地
権者が自ら前面道路を拡幅する際の工事費用の一部を補助する。

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。

中心市街地の渋滞緩和策について、あるかぽーと地区の開発や火の山地区再編整備事業も考慮
した実施計画を立案する。

都市機能誘導区域内における良好な市街地環境の形成に資する優良建築物等の整備を行う民
間事業に対し、事業費の一部を補助する。

災害に強く持続可能なまちづくりを促進するため,下関市立地適正化計画に防災指針を追加する
ほか,居住誘導区域及び都市機能誘導区域の見直しを行う。
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都市整備部
第２節 公共交通の整備

公共交通機関整備推進業務 《交通対策課》 411,849 386,850

（１）バス交通等

－ 生活バス運行事業委託料 (50,749) (49,895)

－ 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 － 持続可能な公共交通構築業務 (18,200)

新 － 菊川バスターミナル移転新築事業 (41,500)

－ 山口宇部空港二次交通対策支援事業 (3,000) (14,600)

（２）鉄道交通

新 － ＪＲ山陰本線利用促進事業 (4,300)

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 2,150

関門海峡地域連携共同調査費負担金等

（２）地域連携道路の整備 《都市計画課》

国道等整備促進 1,531 1,572

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。

下関市一般国道建設整備促進期成同盟協議会運営等

近隣施設の用地と一体的な処分を図るため、新たなバスターミナルの整備及び移転を行った後、現
有施設の解体を行う。

公共交通はコロナ禍により深刻な影響を受けており、将来的に持続可能な公共交通を構築するた
め、地域公共交通計画を策定する。

ＪＲ山陰本線の維持・確保に向けて、沿線自治体が一体となり、協議会を設置し、利用促進に
つながる取組を推進する。
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都市整備部
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 289,000 101,400

－ 野球場、緑地、園路等の整備

新 金比羅公園再整備事業 127,000

拡 オーヴィジョン海峡ゆめ広場再整備事業 83,300 34,200

新 みんなの公園リフレッシュ事業 5,000

（２）都市緑化の推進 《公園緑地課》 4,030 4,031

－ 緑化祭の開催

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 《建築指導課》

新 大規模盛土造成地調査事業 24,000

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》

拡 安岡地区複合施設整備事業 564,100

安岡公民館、安岡支所の移転と併せ、園芸センターの機能再編と図書館、コミュニティ施設が一
体となった複合施設及び都市公園等を整備する。
 Ｒ５ 安岡地区複合施設建設工事着手
［債務負担行為］（Ｒ４～Ｒ２１） ３,１００,０００千円

オーヴィジョン海峡ゆめ広場の芝生化に着手し、あわせてＰａｒｋ－ＰＦＩの導入など、利用者
向けサービスの充実に向けた検討を進め、観光客や市民の回遊性の向上を図る。
 Ｒ５   芝生広場、休養施設整備、構造物撤去

地震等により、被害が生じるおそれのある大規模盛土造成地の抽出、及び盛土造成地の安全性
を把握するための調査を実施する。

金比羅公園においてナイター照明、防球ネット、バックネットを整備し、向洋グラウンドの代替機能を
有する施設として機能向上を図る。
 Ｒ５ ナイター照明設備、防球ネット設置、バックネット更新、トイレ改修

施設の計画的な老朽化対策を行い、安全・安心に公園を利用できる環境を確保する。
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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

拡 下関港ウォーターフロント開発推進事業 《経営課》 49,000 39,000

拡 客船誘致業務 《振興課》 53,275 42,328

－ 安全安心なクルーズ客船受入環境構築事業 (25,000) (25,500)

－ 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)

－ 客船誘致促進補助金 (5,600)

新 港湾施設整備事業（陸上電力供給設備整備事業） 《施設課》 42,000

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） 190,439 171,866

六連丸係留施設整備事業 114,000 59,000

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（港湾） 《経営課》 315,000 589,500

－ 新港地区（泊地拡張、護岸改良）

老朽化が著しい、係留施設（浮桟橋、渡橋）を新たに整備する。

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あるかぽーと地区における回遊性向上のための新たな交通システム導入に向けた実証調査を行
い、効果検証及び事業スキームを検討する。
②あるかぽーと地区の水際線を活用した周囲の観光資源と一体的な賑わい創出に必要な基盤整
備の調査・検討を行う。
③岬之町地区における土地活用のための方策検討を行う。

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、関係
機関と連携し、安全安心で魅力ある寄港地観光造成やクルーズ客船入出港時のタグボート費用
助成など、効果的なクルーズ客船誘致活動を実施する。

商業捕鯨の安定的な継続に寄与するため、捕鯨母船が⾧期係船する岬之町ふ頭に陸上電力供
給設備を整備する。
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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》 345,000 618,100

－ 本港地区（保安対策）

－ 東港地区（臨港道路改良）

－ ⾧府地区（岸壁改良）

－ ⾧府（王司）地区（船だまり泊地埋没浚渫）

緑地整備事業 《施設課》 313,300 319,600

－ 新港地区、東港・唐戸地区（緑地）、福浦地区（海浜整備）

本港地区ふ頭用地整備事業 《施設課》 186,000 123,000

⾧府地区ふ頭用地整備事業 《施設課》 4,000 25,400

新港地区ふ頭用地整備事業 《施設課》 97,000 561,000

本港地区上屋改修事業 《施設課》 16,000 9,500

旅客上屋整備事業 《施設課》 29,900 20,000

県管理港整備（県施行負担金） 《経営課》 29,250 28,000

－ 豊北地区（角島港物揚場改築等）

航路誘致集貨対策業務（集貨・コンテナ） 《振興課》 25,148 22,571

－ 下関港利用トライアル補助金 (6,000) (6,000)

－ 下関港くん蒸待機費用補助金 (1,500) (1,500)

新港地区整備事業推進業務 《振興課》 13,487 8,629

－ 下関港⾧州出島利用促進補助金 (2,000) (2,000)

新 － 下関港釣り文化振興事業 (4,000)

臨海土地管理・売却業務 《経営課・振興課》 33,657 49,395

－ 新港地区成功報酬型土地売却仲介業務 (8,800) (19,646)

（２）災害に強いみなとづくり 《経営課》

国直轄事業（港湾） 150,000 100,000

－ 本港地区（岸壁（－１０ｍ）耐震化）

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。

荷役用及び保安用照明設備・フェンス等更新

下関港国際ターミナル照明設備等更新（LED化）・空調設備改修

釣り文化モデル指定港として、⾧州出島のクルーズ岸壁供用開始を機に、⾧州出島の知名度向
上を図るため、釣りイベントを開催する。

２１号岸壁背後ふ頭用地整備・保安対策施設等整備

保安用照明設備の老朽化に伴う灯具の更新（ＬＥＤ化）
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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

高潮対策事業 《施設課》 127,100 131,200

－ 山陽（王司）地区海岸保全施設（堤防）

国直轄事業（海岸） 《経営課》 677,000 550,000

－ ⾧府・壇ノ浦～山陽地区：護岸改良、消波工

県施行負担金

－ 豊北地区（油谷港 給水設備等改修） 《経営課》 4,000 3,300
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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》 11,761 10,400

新 － 菊川自然活用村環境整備事業 《菊川総合支所》 (3,000)

新 － 豊田湖畔公園WiーFi環境整備事業 《豊田総合支所》 (2,500)

新 － まちなか照明LED化事業 《豊浦総合支所》 (3,000)

拡 － 海士ヶ瀬公園環境整備 《豊北総合支所》 (954) (500)

－ 角島灯台ライトアップ 《豊北総合支所》 (402) (420)

－ 豊北地区観光交流拠点業務 《豊北総合支所》 (1,644) (1,600)

新 菊川おもてなしプロジェクト 《菊川総合支所》 36,000

新 豊浦地域［川棚温泉エリア］再生事業 37,000

《豊浦総合支所》 (26,704)

－ リフレッシュパーク豊浦野外ステージ整備（再掲） 《都市整備部公園緑地課》 (10,296)

第４節 連携・交流の推進
（３）人口定住の促進

新 豊北地域リノベーションのまちづくり 《豊北総合支所》 28,000

公的不動産等のリノベーションを行い、移住・定住を促進するとともに、地域内に交流の場を創出
し、地域の交流を進めることにより、新たなビジネスの創出など地域の稼ぐ力の向上を図る。
 Ｒ５ 地域活性化起業人活用、滝部旧教職員住宅リノベーション等
 事業期間：Ｒ５～Ｒ７

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

菊川自然活用村芝生広場周辺の環境整備を実施する。

豊田湖畔公園にWiーFi環境の整備を行い、施設の利便性や利用者の満足度向上を図る。

豊浦総合支所管内街路灯のうち、水銀灯３０基のLED化を実施する。

公園整備（園内及び展望台周辺除草、竹林等伐採）により角島大橋の景観を保持する。

菊川町を通過点から交流拠点にすることを目指し、受入れ環境の整備と地域内連携によるおもて
なし体制を構築することにより、地域経済の活性化と交流人口の増加を図る。
 Ｒ５ 地域資源を活用した商品開発戦略策定、地域体験のプランニング
    スポーツ合宿誘致、周遊スタンプラリー等
 事業期間：Ｒ５～Ｒ７

「穏やかで優しい、豊かな風土を活かした、『癒やしの小旅行』を可能にするまちづくり」を目指し、川
棚温泉エリアを中心に地域資源を活用した独自コンテンツの構築や、デジタル技術を活用したPR・
マーケティング等を展開し、その波及効果を豊浦地域全体にもたらすことで、地域を活性化させ、ま
ちの賑わいを創出する。
 Ｒ５ 川棚温泉エリア景観デザインガイドライン策定
    豊浦地域観光・くらし情報等ポータルサイト制作
    リフレッシュパーク豊浦野外ステージ整備  等
 事業期間：Ｒ５～Ｒ７
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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 27,415 19,955

（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 28,649 28,761

新 三吉家資料公有化事業 20,000

文化財愛護普及業務 8,560 8,402

拡 川棚のクスの森枯損対策 2,638 1,727

発掘調査 16,931 15,318

新 － 火の山公園再編整備事業（文化財調査） (1,300)

文化財総合調査 2,000 13,614

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、従前の水圧穿
孔に加えて効果的な保存措置の検討を行い、樹勢回復等のための対策を講じる。

坂本龍馬や西郷隆盛等、幕末の著名人物との手紙に代表される三吉家資料（歴史博物館寄
託分）の公有化を進める。［債務負担行為］ （Ｒ６～Ｒ７） ４０,０００千円

特別展「新・山本二三展」（2023.11.19～2024.1.21）
特別展「悲母観音展」（仮）（2024.2.6～2024.3.17）ほか
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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》 6,544 6,621

－ 学力調査等

外国語指導助手招致 《教育研修課》 42,434 47,845

新 GIGAスクール構想推進事業（プログラミング教育推進事業） 《教育研修課》 4,455

小･中学校ＩＴ推進 《学校支援課》 191,083 196,377

（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》 53,702 53,203

学校司書の配置 《教育研修課》 58,174 56,318

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》 6,240 6,260

中学校体育連盟補助金（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》 130,154 131,158

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） 150,000 150,000

（２）教職員の指導力の向上 《教育研修課》

教職員研修 6,709 5,971

（３）教育環境の整備

拡 適正規模･適正配置事業 《教育政策課》 12,648 3,353

－ 小･中学校の適正規模･適正配置の推進 《学校支援課》

－ 内日中学校区新しい学校づくり (9,140)

スクールバス運営業務 《学校教育課》 54,936 53,180

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。

モデル中学校においてプログラミング教育ソフトを導入し、Webページ等の作成や各教科における学
び等に活用し、プログラミング教育及びスマートシティ人材育成の推進を図る。

小中一貫教育校化に伴う校章、校名板改修、備品購入、物品移転等

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２０人を小・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。

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
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教育委員会
第３節 学校の教育力の向上

小・中学校メンテナンス推進（維持管理適正化） 《学校支援課》 35,500 79,500

小・中学校メンテナンス推進（教材充実化） 《学校支援課》 7,200 8,000

学校施設⾧寿命化事業（予防保全） 《学校支援課》 138,000 85,500

《教育研修課》 18,586 19,545

小・中学校体育館照明ＬＥＤ化事業 《学校支援課》 25,000 28,600

拡 学校トイレ快適化事業 《学校支援課》

205,000 125,000

拡 学校施設⾧寿命化事業（大規模改修） 《学校支援課》 378,000 36,800

学校空調設備整備事業 《学校支援課》

25,210 12,648

学校施設耐震化事業 《学校支援課》

16,300

新 下関商業高等学校改修事業 《下関商業高等学校》

27,000

新 安岡小学校校舎解体事業 《学校支援課》 70,000

遠距離通学･離島通学援助 《学校教育課》 9,300 10,000

就学援助（給食費や学用品費等の援助） 《学校教育課》 223,000 310,000

特別支援教育就学奨励 《学校教育課》 15,100 15,000

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》 700 700

新 学校給食費支援事業 《学校保健給食課》 531,000

新 学校給食施設再編整備事業（給食施設再編検討） 《学校保健給食課》 12,000

新 学校給食施設再編整備事業（受配校施設整備） 《学校保健給食課》 50,000

新学校給食センター受配校以外の単独調理校及び共同調理場の再編整備に係る、施設劣化
状況等の調査を実施する。

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。

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。

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

老朽化した小・中学校トイレの洋式化、乾式化、内装改修等を実施する。
 Ｒ４ ２校 → Ｒ５ ３校

耐震性が無く使用していない校舎を解体し、空きスペースの有効活用を図る。

ボートレース未来基金を活用した子育て世帯への生活支援として、市立小・中学校給食費における
保護者負担の軽減を行う。（実施予定期間：令和５年度～令和７年度）
 １食あたり 小：２９５円（保護者１４０円／市１５５円）
       中：３４０円（保護者１６０円／市１８０円）

令和６年度からの新学校給食センターの稼働開始に伴い、自校給食方式からセンター方式へ変
更となる校について、配膳室改修等、受け入れに必要な整備を実施する。

令和５年度は管理棟外壁改修を実施するとともに、令和５年度から６年度にかけて普通・特別
教室棟トイレの洋式化、乾式化、内装改修等を実施するため債務負担行為を設定する。
［債務負担行為］（Ｒ６） ９０,０００千円

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工事を実施する。
 Ｒ５ 勝山中
 ［債務負担行為］ 特別教室棟改修工事 （Ｒ６～Ｒ７） ５９８,０００千円

文洋中学校校舎（管理棟・普通教室棟）の耐震化改修工事を実施する。

学級数の増加等による普通教室、特別支援教室等への空調設備の設置を実施する。
 Ｒ５ ５校

GIGAスクール構想推進事業（GIGAスクール運営支援センター整備事業）
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教育委員会
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 5,915 5,894

－ 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 19,699 19,559

（２）学校・家庭・地域の連携

コミュニティ・スクール推進事業 《教育研修課》 12,379 12,212

学校・家庭・地域の連携協力推進事業 《生涯学習課》 12,784 12,856

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 319,028 310,543

新 電子図書館整備事業 5,500

（２）生涯学習の推進 《生涯学習課》

公民館学級開催 5,828 5,976

公民館管理運営業務 199,503 182,848

生涯学習施設管理運営業務 334,129 248,088

拡 － 菊川ふれあい会館改修事業

(73,900) (33,000)

新 － 生涯学習プラザ改修事業

(26,700)

（３）芸術・学術文化活動の推進

美術館管理運営 《美術館》 143,289 154,247

  － 展覧会開催業務（再掲） (27,415) (19,955)

－ 美術館改修事業 (18,200) (54,000)

新 － 屋外設置美術作品整備事業 (6,500)

博物館等管理運営 《文化財保護課》 232,265 214,375

拡 － 土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム開館３０周年記念事業 (2,100) (150)

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。

開館３０周年を記念して企画展、シンポジウム（2023.10.22）、フォーラム（2023.7.22)等を開催
する。

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

老朽化した美術館を計画的に改修する。（建具改修、空調設備改修計画）

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、豊北図書館

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

美術館の屋外に設置している美術作品の状態調査及び修復保存措置等を実施する。
【ふるさとしものせき応援基金活用事業】

 最寄りの図書館が遠い方や日中の来館が難しい方、視覚障害者の方、小中学校の全児童・
生徒等が気軽に本に触れることができる環境を提供するため電子図書館の整備を行うもの。

老朽化した菊川ふれあい会館を計画的に改修する。（外壁改修、パーティション改修等）

生涯学習プラザの設備改修を計画的に実施する。（空調設備、中央監視装置更新等）
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消防局

ボートレース企業局

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

新 高機能消防指令センターシステム整備事業 《情報指令課》 20,000

消防車両等整備事業 《警防課》 106,250 102,520

救急業務高度化整備事業 《警防課》 61,925 42,774

火災予防業務 《予防課》 10,875 10,748

－ 防火指導、立入検査、住宅用火災警報器の設置促進

拡 消防団充実強化事業 《警防課》 131,913 114,356

－ 消防機庫改築等 (63,200) (54,000)

－ 消防団車両等更新整備 (39,100) (55,500)

－ 安全装備品等 (29,613) (4,856)

水難救助高度化事業 《警防課》 2,328 2,386

川中分団第３部（川中西）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。

化学消防ポンプ自動車、資機材搬送車及び査察車を更新する。

高規格救急自動車１台及び高度救命処置用資機材１式を更新するとともに、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１台、小型動力ポンプ軽積載車３台を更新する。

消防団員用防火衣集中更新（４４８着）【ふるさとしものせき応援基金活用事業】ほか

本市、美祢市及び⾧門市の３市共同で整備する高機能消防指令センターシステムに係る実施設
計業務を実施する。 令和８年２月運用開始予定

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

－ ＰＧⅠヤングダービー（９月）
－ ＧⅠ開設６９周年記念競走（１月） 

－ 特別競走（４月、１２月） 
－ ボートレース下関リニューアル事業 (485,000) (188,000)

147,273,383 143,882,492
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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

⾧府浄水場更新事業 《浄水課》 255,738 214,973

水道施設の耐震化事業 《上水工務課》

－ 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》 344,855 141,779

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》

《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 29.1ha、整備延⾧ 4.2km）

下水道施設の改築・耐震化事業 《下水道施設課》 510,531 423,734

《北部事務所》

浸水対策事業 《下水道整備課》 458,709 440,651

 （整備面積 3.9ha、整備延⾧ 520ｍ）

1,440,482 2,191,300

－ 電気設備更新工事（彦島処理区）

－ 山陽終末処理場機能増設工事（水処理機械設備、電気設備）

－ 東部、綾羅木、小月、東新田、川棚排水区等浸水対策工事

－ 江の浦排水区浸水対策詳細設計業務

－ 事前調査、設計、周辺影響調査業務等

令和４年８月に事業契約締結し、令和６年度からの建設工事に向けた事前調査、設計、周辺
影響調査業務等を実施する。

－ 大学町～川中豊町間配水管耐震化工事等（更新延⾧ 1,717ｍ）
1,204,923 1,279,703

［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等（更新延⾧ 494ｍ）

－ 管渠・マンホール改築（筋ヶ浜、彦島処理区）（更新延⾧ 615ｍ）

－ 計測設備更新工事（彦島、山陰、山陽終末処理場）
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第４章

財源確保への対応



94

パッケージ①
ホテル誘致を起爆剤とした
官民協働でのエリア再生

パッケージ②
菊川おもてなしプロジェクト

○ 海峡エリアビジョン推進事業 68,000 83,000 73,000

エリアビジョン推進室 13,000 17,000 19,000

同上 2,000 15,000 18,000

同上 32,000 25,000 12,500

同上 13,000 18,000 15,500

同上 8,000 8,000 8,000

パッケージ 計 68,000 83,000 73,000

推進体制の構築

海峡部の利活用・魅力最大化

ハード・デザイン監修

民間事業の魅力化

リノベーションまちづくり推進業務

○ 菊川おもてなしプロジェクト 36,000 22,900 23,800
菊川総合支所地域政策課 15,500 8,000 6,700

同上 500 640 760

同上 4,700 3,000 5,000

同上 7,500 400 400

同上 7,800 10,860 10,940

パッケージ 計 36,000 22,900 23,800

おもてなし強化事業

周遊強化事業

グランピング実証事業

地域連携強化事業

スポーツ合宿誘致事業
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パッケージ③
豊浦地域［川棚温泉エリア］再生事業

○ 地域資源を活用した独自コンテンツの構築 10,037 66,266 20,553
豊浦総合支所地域政策課 6,237

同上 800

同上 3,000 35,310

同上 1,500

同上 14,656

同上 7,800 7,800

同上 1,500 1,500

同上 5,000 5,000

同上 500

同上 500

同上 5,753

○ デジタル技術を活用した独自コンテンツのPR・マーケティング・ブランディング 6,767 21,500 6,900
豊浦総合支所地域政策課 6,767 4,400 2,200

同上 1,700

同上 17,100 3,000

パッケージ 計 16,804 87,766 27,453

「癒やしの人」育成事業

景観デザインガイドライン策定事業

シェア店舗等活用型テストマーケティング促進事業

観光・くらし情報等発信ポータルサイト制作事業

空き地・空き家・空き店舗調査事業

まちなか景観整備事業

まちなか景観向上事業

川棚温泉交流センター照明等整備事業

地域資源活用型イベント開催

回遊性向上マップ制作事業

魅力発信映像制作事業

にぎわいのまちなか創出事業

「温泉のトリセツ」制作事業

川棚温泉交流センターPR・活用事業
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海外戦略 in New Normal
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パッケージ④
豊北地域リノベーションのまちづくり

○豊北地域リノベーションのまちづくり 5,400 48,600 35,200
豊北総合支所地域政策課 3,000 41,200 27,800

同上 2,400 3,500 3,500

同上 900 900

同上 3,000 3,000

パッケージ 計 5,400 48,600 35,200

リノベーションまちづくりアドバイザリー業務

SNS等を活用した移住・定住情報発信業務

未利用公共空間活用事業

空き家等改修事業

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

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 3,000

○下関地域商社／海外販路開拓支援事業 12,900 17,400 19,000

産業振興課 800 800 1,400

同上 3,600 3,600

同上 4,400

同上 6,900 4,400

同上 7,400 12,550

同上 1,600 1,200 650

パッケージ 計 21,900 25,400 28,000

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

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

専門家招聘等

地域連携によるセミナー実施

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

オンラインツアー用映像制作業務
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パッケージ⑥
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～

○移住受入環境改善による人材の発掘・確保 13,071 14,976 18,476

広報戦略課 6,000 8,000 13,000

同上 2,285 2,285 2,285

農業振興課 4,786 4,691 3,191

首都圏等相談会 同上 786 691 691

あぐりチャレンジ推進事業 同上 1,000 1,000 1,000

新規就農者受入体制整備事業 同上 3,000 3,000 1,500

○新たな観光戦略による関係人口の拡大 2,500 4,500 6,000

観光政策課 1,500 2,500 4,000

同上 1,000 2,000 2,000

○就業環境改善による人材の発掘・確保 49,900 47,400 41,300
産業立地・

就業支援課 4,000 1,500 1,900

同上 5,000 5,000 5,000

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 21,000

○人材の育成強化 47,400 47,400 54,500

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 6,100

同上 7,000 7,000 7,000

水産振興課 4,400 4,400 4,400

観光政策課 7,000

パッケージ 計 112,871 114,276 120,276
※事業はデジタル改革推進事業を兼ねる

テイスト・オブ・下関推進事業

新ショート・トワイライトステイ事業

しものせき未来創造jobフェア等開催事業

大学によるデジタル人材育成プロジェクト

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

サテライトオフィス等環境整備事業

体験型観光コンテンツ育成事業

立地企業成⾧モデル事業

水産物プロモーション事業

サテライトオフィス誘致事業

若者の地元就職支援事業
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パッケージ⑦
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⑧
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）

○広域地域資源の再構築 3,494 2,900 1,000

スポーツ振興課 3,494 272

同上 2,628 1,000

○アウトドアスポーツのブランディング 10,000 5,100 9,000

スポーツ振興課 10,000

同上 5,100

同上 9,000

○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 0

スポーツ振興課 2,000

同上 2,000

パッケージ 計 15,494 10,000 10,000

豊田湖畔公園キャンプ場のイベント開催、環境整備

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

サイクルルートの設定

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を活用した情報発信業務

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

映画等ロケ地誘致支援助成金

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

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
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パッケージ⑨
市民ＱｏＬ向上プロジェクト

〇地域ポータルサイト利用促進事業 17,450 31,500 77,000

企画課 9,250 17,500 12,800 ※

同上 2,300 4,448

同上 5,000 5,000 5,000 ※

同上 900 1,000 952 ※

同上 3,000
企画課

中央図書館 5,500 800 ※
企画課

健康推進課 2,500 50,000 ※

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

同上 2,000

同上 3,000 3,000 ※

同上 750 1,800 1,800 ※

パッケージ 計 24,800 39,900 87,400
※事業はデジタル改革推進事業を兼ねる

子育て世帯等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

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

民間企業向けDX人材育成プログラムの作成

ハッカソン優秀作品の事業化

若者スタートアップ支援補助金

スマートシティ推進協議会アーキテクト活動経費

若者デジタル人材育成プログラム
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1 市立大学総合大学化推進業務（ＤＳ学部） 1,326,200 1,326,000 200

2 市立大学総合大学化推進業務（看護学部） 582,000 582,000 0

3 福祉 社会福祉センター整備事業 24,000 24,000 0

4 こども未来 就学前教育・保育施設整備補助（みそら保育園、天使幼稚園） 407,189 361,946 45,000 243

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

6 火の山地区観光施設再編整備事業（立体駐車場等） 50,720 50,000 720

7 海響館改修事業 984,000 870,400 113,000 600

8 【観光会計】火の山新移動施設整備事業 44,000 22,000 22,000 0

9 竹崎町四丁目地区優良建築物等整備事業 185,800 92,900 92,000 900

10 火の山公園再編整備事業 159,700 63,480 85,600 9,700 920

11 金比羅公園再整備事業 127,000 3,500 111,000 12,000 500

12 学校施設耐震化事業 16,300 16,000 300

13 学校トイレ快適化事業 205,000 40,298 60,300 104,000 402

14 学校施設⾧寿命化事業（大規模改修） 378,000 74,753 148,000 155,000 247

15 火の山公園再編整備事業（文化財調査） 1,300 1,300 0

16 学校給食施設再編整備事業 62,000 62,000 0

充当Ⅰ 合計 4,653,209 636,877 1,297,300 0 2,714,000 5,032

17 ふくふくこども館管理運営業務 121,866 16,919 139 27,000 77,808

18 新ショート・トワイライトステイ事業 21,000 9,950 1,100 9,000 950

19 私立保育所等新卒保育士就労支援金 5,000 5,000 0

20 乳幼児医療費助成 380,200 107,200 9,000 264,000 0

21 子ども医療費助成（従来分1/3） 106,000 1,200 104,000 800

22 子ども医療費助成（R5拡充分2/3） 114,000 114,000 0

23 産業振興 奨学金返還支援事業 13,300 12,000 1,300

24 三吉家資料公有化事業 20,000 20,000 0

25 学校給食費支援事業 531,000 531,000 0

充当Ⅱ 合計 1,312,366 134,069 0 11,439 1,086,000 80,858

総 計 5,965,575 770,946 1,297,300 11,439 3,800,000 85,890

こども未来

充
当
Ⅱ
 
ソ
フ
ト
事
業
ほ
か

充
当
Ⅰ
 

建
設
・
投
資
事
業

都市整備

観光ｽﾎﾟｰﾂ文化

総務

教育

教育
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放課後児童クラブ照明設備更新事業
（LED化）

継続 こども未来 R4～R6 6,950

⾧府体育館、吉見体育館環境整備事業
（LED化）

新規 観光スポーツ文化 R５ 7,500

市立先人顕彰館ＬＥＤ照明整備事業
（展示ケース）

新規 観光スポーツ文化 R５ 950

アンダーパス緊急時進入防止対策事業
（新下関第5地下道、才川地下道）

新規 建設 R５ 47,000

分野１ 小計 62,400

子どもの笑顔と安全・安心を守りたい事業
（児童館遊具等更新）

継続 こども未来 R1～R5 18,300

就学前施設環境整備事業
（清末幼稚園、垢田こども園、王喜こども園）

新規 こども未来 R5 7,000

就学前施設安心・安全対策事業
（事故防止等安心安全対策経費補助）

新規 こども未来 R5～R7 20,000

深坂自然の森キャンプ場トイレ再整備事業 新規 農林水産振興 R５ 15,000

観光施設看板整備事業 新規 観光スポーツ文化 R５ 8,000

みんなの公園整備事業 継続 都市整備 R1～R５ 10,700

屋外設置美術作品整備事業 新規 教育 R５ 6,500

分野２ 小計 85,500

消防団員用防火衣整備事業 新規 消防 R５ 25,000

分野３ 小計 25,000

基金充当額 合計 172,900

【分野３】
防災・減災対策を通じた、
災害に強いまちづくり

【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

【分野１】
「新しい生活様式」を踏まえた
地域経済の活性化
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第５章
令和４年度

３月補正予算案の概要
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１ 物価高騰に伴う子育て世帯等への支援

① １・２歳児・高校生等子育て応援給付金給付事業 <こども家庭支援課>

② 市立病院等光熱費高騰緊急対策支援事業 <地域医療課>

小 計 445,480

17,480電力・ガスの価格高騰の⾧期化による事業経費の増加を踏まえ、引き続き安心・安全で質の高い医療
サービスを提供することができる体制を確保することを目的として、支援金を交付する。

428,000

 子育て世帯への幅広い支援を行うために、国が行う「妊娠出産子育て支援事業」のうち「妊娠・子育
て伴走型相談支援」の対象であって「出産・子育て応援ギフト支給」の対象でない1、2歳の子ども及び支
援が手薄な高校生等を対象に、本市独自の経済的支援を行う。

  1、2歳児 ：養育者に、子１人あたり１０万円を給付
  高校生等：養育者に、高校生等１人あたり２万円を給付

一般会計 147,121,535 3,560,330 150,681,865

特別会計 80,113,178 418,201 80,531,379

企業会計 170,769,392 220,081 170,989,473

合 計 398,004,105 4,198,612 402,202,717
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２ 国の補正予算への対応

③ 安岡地区複合施設整備事業 <市街地開発課>

④ 障害児施設送迎車両安全装置導入等支援事業補助金 <障害者支援課>

⑤ 送迎用バス安全装置導入等支援金 <幼児保育課>

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>

⑧ 下関漁港南風泊地区高度衛生管理整備事業 <市場流通課>

⑨ 道路ストック老朽化対策事業 <道路河川建設課>

⑩ 新総合体育館整備事業 <公園緑地課>

⑪ 盛土規制法基礎調査事業 <建築指導課>

⑫ 学校トイレ快適化事業 <学校支援課>

⑬ 学校空調設備整備事業 <学校支援課>

⑭ 港湾施設・海岸保全施設整備事業 ＜港湾会計＞ <経営課・施設課>

⑮ 港湾特別会計繰出金 <経営課>

小 計 2,825,478

25,210
学級数の増加等による普通教室、特別支援教室等への空調設備の設置を行う。

13,750「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。

124,000県施行工事費負担金
（王喜東、王喜白崎、内日東、新田、諏訪、肥田、吉田北・吉田上、七見、下保木、後地・荒田、小
野朝生地区）

320,000
安岡地区複合施設整備事業の進捗を図る。

109,200
橋りょう⾧寿命化及び道路附属物（道路反射鏡・道路照明）更新を実施する。

1,000,000
新総合体育館整備事業の進捗を図る。

下関漁港南風泊地区高度衛生管理整備事業の進捗を図る。

20,000
送迎車内の利用障害児の見落としを防止する装置の設置を支援する。

1,200私立幼保連携型認定こども園及び認可外保育施設が運用する送迎用バスの安全装置の導入等を支
援する。

603,000

416,500
国直轄事業（港湾・海岸）及び海岸高潮事業の進捗を図る。

5,820
宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を指定するための基礎調査を行う。

202,399
小学校及び中学校のトイレ改修（洋式化、乾式化等）を行う。

△ 15,601
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。
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３ その他の財政需要

⑯ ふるさと納税業務 <企画課>

⑰ 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>

⑱ 公立大学法人運営業務（運営費交付金・授業料等減免交付金） <総務課> 29,529

⑲ 各種基金積立金 <財政課ほか> 28,103

⑳ 子ども・子育て支援交付金（国・県）返還金 <子育て政策課> 101,128

㉑ 光熱費・燃料費高騰対応（指定管理施設・観光特会繰出金） <観光施設課ほか> 96,100

㉒ 公債管理特別会計繰出金 ＜臨海会計＞ <経営課> △ 1,799

㉓ 光熱費・燃料費高騰対応等 ＜観光会計＞ <観光施設課> 3,500

㉔ 光熱費・燃料費高騰対応 ＜水道事業会計＞ <経営管理課> 130,173

㉕ 配水管緊急補修工事 ＜工業用水道事業会計＞ <経営管理課> 4,213

㉖ 光熱費・燃料費高騰対応 ＜公共下水道事業会計＞ <経営管理課> 85,695

小 計 927,654

１～３ 合計 4,198,612

（うち R５当初予算案から前倒しして計上する事業の合計）
 ※執行に当たっては事業費をR５年度に繰り越すこととなるため、
 R５当初予算と一体的に執行するもの

1,429,200

58,437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。

392,575
寄附金額の増額に伴う必要経費の増加及びふるさとしものせき応援基金への積立を行う。
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