
平　成　23　年　度　

主　要　施　策　の　概　要

２　生活環境生活環境生活環境生活環境（自然環境と調和する豊かな暮らしづくり）

３　産業経済産業経済産業経済産業経済（自然風土や産業基盤を生かした活力ある産業群の育成）

１　社会基盤社会基盤社会基盤社会基盤（どこに住んでいても不便さを感じない都市基盤づくり）

４　保健医療福祉保健医療福祉保健医療福祉保健医療福祉（子供から高齢者まで安心して暮らせるまちづくり）

５　教育文化教育文化教育文化教育文化（特色ある地域文化を継承する風土づくり）

６　住民自治住民自治住民自治住民自治（地域の活性化を支える組織活動の充実）

７　行財政行財政行財政行財政（市民の満足度と効率化を両立できる体制づくり）



ⅢⅢⅢⅢ　　　　主要施策主要施策主要施策主要施策のののの概要概要概要概要

(継続)

(継続)

(継続)

(継続)

　地上アナログテレビ放送の難視解消を目的として設置された既設の共聴施設のデジタ
ル化改修は平成22年度で終了。地上デジタルテレビ放送に移行するにあたって、新たに
発生した難視地域において新設される共聴施設の管理組合に対して、補助金を交付し、
デジタル化を推進します。

地域情報化推進事業（企画課）

45,000

　幹線道路や生活道路の整備により、地域の活性化及び通行の安全性と災害時等に安心
して暮らせる道路の整備を図ります。
　(伊集院地域・吹上地域）

過疎対策事業(建設課）

辺地共聴施設整備事業（企画課）

30,140

7,019
　市民が情報通信技術を積極的に生かせるよう、情報化の拠点である地区公民館におい
て超高速ブロードバンドが活用できる回線の整備を行います。また、ブロードバンド未
普及地域に存する藤元工業団地で超高速ブロードバンドが活用できる回線の整備を行い
ます。

１１１１　　　　社会基盤社会基盤社会基盤社会基盤（どこに住んでいても不便さを感じない都市基盤づくり）

　幹線道路や生活道路の整備により、地域の活性化及び通行の安全性と災害時等に安心
して暮らせる道路の整備を図ります。

40,000

(単位：千円)

予算額事　業　内　容

辺地対策事業(建設課）

(継続)

(継続)

(継続)

(継続)

　伊集院駅周辺整備により駅利用者の利便性の向上及び駅前広場の混雑の解消並びに地
域の活性化を図ります。

1,854　仮設雨水ポンプ等の借上げにより、大雨時における低地地区の排水対策を図ります。

都市里道整備事業(建設課)

活力創出基盤整備事業・街路(建設課)

32,150　バス路線がなかったり、便数の少ない不便な地域にかかる市民の移動手段の確保のた
めに、バス事業者に委託して４地域ごとにコミュニティバスを運行し、生活の利便性の
向上、地域活性化を図ります。

133,798

888,263

コミュニティバス運行事業（地域づくり課）

土地区画整理事業（建設課)
　土地区画整理事業の整備促進を図り、魅力ある市街地づくりを進めながら街並みの整
備を図ります。

して暮らせる道路の整備を図ります。
　(東市来地域・日吉地域・吹上地域）



(新規)

(継続)

(継続)

(継続)

(単位：千円)

予算額事　業　内　容

１１１１　　　　社会基盤社会基盤社会基盤社会基盤（どこに住んでいても不便さを感じない都市基盤づくり）

乗合タクシー運行事業（地域づくり課）

10,100　コミュニティバスの運行頻度が低い地域の移動手段を確保するために、タクシー業者
に委託して事前予約型の乗合タクシーを運行することにより、当該地域における利便性
の向上を図ります。

(単位：千円)

予算額事　業　内　容

２２２２　　　　生活環境生活環境生活環境生活環境（自然環境と調和する豊かな暮らしづくり）

　伊集院北地区(上神殿・中神殿・下神殿）をつつじヶ丘地区簡易水道の飛地区域とし
て水道施設の整備を図ります。(平成25年完成見込み）
　配水池整備・第２水源地（浄水場）整備・配水管等の布設を行ないます。
　計画給水人口　980人　　　1日最大給水量　423㎥

水道未普及地域解消事業(上下水道課)

25,127

181,360

28,550

　日吉・吹上地域の水道施設・管路等の地図情報システムを構築し、施設管理や設計施
工・漏水対策及び給配水管の新設改良等の業務管理全般における水道業務の円滑化を図
ります。

伊集院北地区水道未普及地域解消事業(上下水道課)

水道台帳整備事業(上下水道課)

　給水区域内であっても配水管が布設されていない地域があり、要望があって相当の受
益者が見込まれる地域から計画的に配水管を整備していきます。

(継続)

(継続)

(継続)

(継続)

(新規)

90,200　水源地の水量不足に対応するため、計画的な水量拡張調査により新たな水源の確保を
行ない、良質の自然水を安定的に給水できるように計画的な施設整備を図ります。

23,000　防災行政無線は、災害時の情報伝達に用いるとともに、平常時には、行政情報を市民
にお知らせする手段として構築しています。
本市の防災行政無線施設は、合併前において整備された無線を利用しており、その運用
は各支所ごとに個々に運用していることから、防災行政無線の整備更新を図ります。

68,537

830

水道施設改修整備事業(上下水道課)

防災行政無線整備事業（総務課）

　水源地・浄水場・配水池等の改修を実施し、常に安心して安全な水の供給を行ないま
す。

自主防災組織育成事業（総務課）

147,987

　自主防災組織の結成・促進及び育成を図り、安全で安心な暮らしのできる地域社会の
確立を図ります。
（自主防災組織活動に対する補助制度）

水道管布設替（更新）事業(上下水道課)
　道路改良工事・区画整理事業等の施工にあわせて水道管（送水管・配水管）の更新を
図り、常に安心して安全な水の供給を行ないます。

益者が見込まれる地域から計画的に配水管を整備していきます。

水量拡張事業(上下水道課)



(継続)

(新規)

(継続)

(新規)

　都市公園の清掃・除草・せん定等により清潔で利用しやすい公園の維持管理を行い、
また、公園施設の安全点検を実施し事故等の発生がないように維持修繕により、誰もが
身近で日常的に利用できる憩いの場として管理に努めます。

　消防団伊集院方面団再編による消防団分団車庫を新築し、緊急時に対応できる消防防
災体制の確立を図ります。今年度は土橋児童館横に土橋分団車庫を新築し諸災害に対応
出来るよう努めます。

通信指令台部分更新事業（消防本部）

活力創出基盤整備事業・公園(建設課)
　都市公園施設の老朽化に対応するため、既設施設の改修・更新及び充実した施設の整
備、により安全・快適な公園を目指します。

消防団分団車庫建設事業（消防本部）

31,000

9,661

(単位：千円)

予算額事　業　内　容

２２２２　　　　生活環境生活環境生活環境生活環境（自然環境と調和する豊かな暮らしづくり）

　消防通信指令室は、消防本部の心臓部です。災害発生時、一般電話・携帯電話からの
１１９番通報で迅速・的確に対応し、また、無線交信により指示命令や情報収集できる
よう整備されていますが、経年劣化しているハード面・ソフト面の更新を図ります。

公園管理事業(建設課)

18,474

12,000

(継続)

(継続)

(継続)

(継続)

　各家庭で発生する汚水をきれいに浄化し、河川に戻すことにより、河川や海などの水
質を保全します。

社会資本整備総合交付金事業(建設課）

下水道整備事業（上下水道課）

　過疎化する地域の人口減少に対し学校近辺へ新規公営住宅の建設供給を図ります。
（東市来地域）上市来住宅1棟6戸、美山住宅　土地購入・実施設計等
（吹上地域）花熟里住宅2棟10戸、和田住宅1棟6戸

伊集院終末処理場等維持管理事業（上下水道課）

123,100　下水道事業の整備促進を図り（つつじヶ丘団地幹線工事等の築造を整備促進）
、健全な水環境を守り快適な生活環境の確保に努めます。

475,549

189,397

8,000　がけ地近接等危険地域住宅居住者に対し、安全な場所への住宅移転を推進します。
(全地域）

がけ地近接等危険住宅移転事業（建設課）



(継続)

(継続)

(継続)

(継続)

(単位：千円)

予算額事　業　内　容

２２２２　　　　生活環境生活環境生活環境生活環境（自然環境と調和する豊かな暮らしづくり）

　管路等の長寿命化調査計画策定を行い、安全で安心な管理運営に努め毎日の汚水処理
を実施し、より市民の快適な生活環境を守ります。

再生資源回収事業（市民生活課）

14,000

12,000

1,455

699

　終末処理場の汚水処理設備等の長寿命化調査計画策定を行い、安全で安心な管理運営
に努め毎日の汚水処理を実施し、より市民の快適な生活環境を守ります。

伊集院長寿命化調査計画策定業務委託事業（上下水道課）

生ごみ堆肥化容器設置事業（市民生活課）
　焼却ごみの減量を図るため、家庭から出る生ごみを自家処理できる堆肥化容器の購入に対し
助成します。

伊集院終末処理場長寿命化調査計画策定業務委託事業（上下水道課）

　地域の廃品回収活動を推進することにより、廃棄物の発生を抑制し、また、ごみの適正な分別
意識の向上を図ります。

(継続)

(継続)

(継続)

(継続)

82,480　下水道未整備区域において、し尿及び生活雑排水を適正に処理することにより、健康で快適
な生活環境の確保と公共用水域の水質保全を図るため、合併浄化槽の設置に対し助成します。

460,593　排出される一般廃棄物を処理基準に基づき適正に効率よく処理するため、設備機能維
持の機器に対する万全な保安管理と安全作業の徹底に努めます。

4,074

203,230

環境調査（市民生活課）

クリーン・リサイクルセンター施設維持管理事業（市民生活課）

　市内における現在の環境の状況を把握するだけでなく、将来に向けてさらに良好な環境を確
保し、公害の未然防止に努めていきます。

衛生処理組合負担金（市民生活課）
　いちき串木野市・日置市衛生処理組合及び南薩地区衛生管理組合が管理する火葬場及び衛
生処理場の負担金を支出します。また、伊集院地域のし尿、浄化槽汚泥の処理のため、あいらク
リーンセンターに負担金を支出します。

浄化槽設置整備事業（市民生活課）



(継続)

(継続)

(継続)

(継続)

　農業者の老後の生活安定と福祉の向上、担い手農家の確保を目的とする農業者年金制
度の周知徹底を図ります。また、新規加入者の推進と農業者年金基金法に基づいた適正
な受給を確保します。
※新規加入者（目標５人）

　農地制度実施円滑化事業(農業委員会)

23,247

　異性との出会いの少ない独身担い手農家等へ異性との出会いの場を提供する「ふれあ
い交流会」を開催します。また、独身担い手農家等が結婚した場合に結婚祝い金等を支
給します。
※平成23年度「ふれあい交流会」の実施（予定）
・期日　平成23年12月10日（土）～11日（日）

企業誘致対策事業（企画課）

　農業者年金事務事業(農業委員会)

990

3,880　食料の安定供給を図るためには、農業の重要な生産基盤である農地について、その確
保と有効利用を推進することが重要です。改正農地法に基づき、農地転用規制の推進や
遊休農地の解消、担い手農家への農地の利用集積を推進します。

３３３３　　　　産業経済産業経済産業経済産業経済（自然風土や産業基盤を生かした活力ある産業群の育成）

　リース制度の導入などで工業団地への企業誘致に努めます。異業種交流懇話会では、
日置市内の異業種間の交流はもとより他異業種団体との交流をとおして、課題解決や就
業機会の増大を促進します。また、企業立地協定を締結し、工場増設した企業に工場等

1,090

(単位：千円)

予算額事　業　内　容

　担い手農家等結婚支援事業(農業委員会)

(継続)

(継続)

(継続)

(継続)

　高年齢者の臨時的かつ短期的な業務や軽易な業務の就業の機会を確保し、高年齢者の生き
がいの充実と社会参加を促進して、福祉の受け手から社会の担い手になることを目指す社団法
人シルバー人材センターの運営・育成を目的として助成し、高年齢者の就業機会の能力を生か
した活力ある地域づくりを推進します。

773
　LEDパネルを利用して最新の日置市行政情報、緊急情報を市民に提供することとし、
情報発信時間の利活用として誘致企業等の広告発信を行い、企業のイメージアップ、開
発商品等の紹介を行います。

LEDパネル広告事業（企画課）

シルバー人材センター育成事業(商工観光課）

18,695　日置市商工会に対し運営補助及び活性化補助を行い、商工会による商工業者の相談・指導を
通じて企業の経営や技術の改善を図り、経済及び産業の発展に努めます。また、地元商店街で
の購買力を高めるためプレミアム付商品券の発行助成を行い、商工業の振興と地元商店街の活
性化を図るとともに、吹上町施設利用促進協会に対し運営補助を行い、吹上浜公園等の利用促
進と、宿泊客の増加等地域への経済効果の波及を図ります。

13,234

3,051

商工業振興対策事業（商工観光課）

消費生活相談員設置事業（商工観光課）
　悪質かつ巧妙な手口による消費者トラブルや多重債務など、窓口に寄せられる相談は年々複
雑かつ多様化してきていることから、消費生活相談の一層の充実を図り、市民の消費生活の安
定と向上に努めます。また、契約の基礎知識や悪質商法の手口、その対処法など日常生活に役
立つ情報について、出前講座の実施や広報紙への掲載を行います。
また、各世帯にパンフレットを配布し、消費者行政の啓発及び教育にも努めます。

業機会の増大を促進します。また、企業立地協定を締結し、工場増設した企業に工場等
立地促進補助金を交付します。



(継続)

(継続)

(継続)

(新規)

　平成23年度から本格実施される農業者戸別所得補償制度の周知、要件確認等の制度推
進を行います。農業者戸別所得補償制度は、食料自給率の向上を図ることが大きな目的
であり、国家戦略として取り組むことから、戦略作物の生産振興、地域農業の振興につ

75,624

(単位：千円)

予算額事　業　内　容

中山間地域等直接支払交付金(農林水産課）

３３３３　　　　産業経済産業経済産業経済産業経済（自然風土や産業基盤を生かした活力ある産業群の育成）

商工業制度資金等利子補給補助事業（商工観光課）

11,412

9,405　観光の振興と産業の発展に寄与するイベントの開催を支援するため、実行委員会等に
運営費等を助成し、地域の活性化を図ります。
（助成イベント：妙円寺詣りフェスタ、まるごと伊集院フェスティバル、美山窯元祭
り、湯之元温泉とうろう祭り、国際サンドアートフェスティバル、せっぺとべ活性化イ
ベント、日吉地域秋祭り花火大会、山神の響炎、吹上秋祭りなど）

　商工業者が行う設備投資及び運転に係る制度資金等の借り入れに対し、単年度の利子
補給補助を行い、日置市商工業の育成、振興を図ります。
利子補給補助額
・設備資金　借入金額の2.0％以内（補助対象借入限度額2,500万円）
・運転資金　借入金額の1.5％以内（補助対象借入限度額2,000万円）

各地域イベント補助事業（商工観光課）

4,005

　中山間地域で高齢化が進行する中、農業生産条件等が不利なため、耕作放棄地の増加
等により多面的機能の低下が懸念されている地域において、５年以上農業を続けること
を約束した農業者の方々に対して交付金を交付する制度です。平成22年度から第３期対
策として、高齢化の進行にも十分配慮した、より取り組みやすい制度に見直され、引き
続き実施することで、取組面積の維持・拡大推進を図ります。（協定集落：東市来27
伊集院36　日吉14　吹上18　計95集落）

農業者戸別所得補償制度推進事業（農林水産課）

(継続)

(継続)

(継続)

(継続)

であり、国家戦略として取り組むことから、戦略作物の生産振興、地域農業の振興につ
いては、行政が主体的に推進します。

5,219　市有林は、木材生産機能の場に限定せず、国土保全、水源かん養、保健休養等、森林
の多面的な公益的機能を含めた森林づくりが求められています。市有林の整備は、森林
整備計画に基づく森林施業計画を策定し、適正な施業による健全な森林資源の維持保全
と森林の多面的機能の充実を図ります。
　本庁：0.14ha   東市来支所：1.27ha   吹上：9.47haの間伐を計画。

8,000

4,348

市有林管理事業（農林水産課）

有害鳥獣捕獲事業（農林水産課）
　有害鳥獣捕獲に対する支援を行うことにより、有害鳥獣の個体数を調整し、有害鳥獣
からの農作物被害の軽減を図り、豊かな自然環境と調和した循環型農業の推進を図りま
す。
  捕獲対象鳥獣：イノシシ、シカ、タヌキ、ノウサギ、カラス、スズメ、ドバト

農道等施設整備事業（農林水産課）
　自治会又は水利組合等からの申請に基づき、原材料（300千円上限）、機械借上料
（200千円上限）を支給し、地元主体で農業用施設の維持補修及び整備を図ります。

12,505　平成19年度から農地・水・農村環境の良好な保全とその質の向上を図る新たな対策が
導入されています。農業者だけでなく地域住民、自治会など幅広く参加する活動組織を
新たにつくり、関係団体がこれまでの保全活動に加え、施設を長持ちさせるようなきめ
細やかな手入れや農村の自然や景観などを守る地域活動を促します。

農地・水・農村環境保全向上活動支援事業（農林水産課）



(継続)

(継続)

(新規)

(継続)

(単位：千円)

予算額事　業　内　容

４４４４　　　　保健医療福祉保健医療福祉保健医療福祉保健医療福祉（子供から高齢者まで安心して暮らせるまちづくり）

　重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常に介護が必要な方に対して手当
が支給されます。
　支給額
　特別障害者手当　　月額　26,440円
　障害児福祉手当　　月額　14,380円　※なお、物価スライドにより支給額は変動しま
す。

地域生活支援事業（福祉課）

143,569

23,691

52,368

36,985

　重度の心身障がい児（者）の方が医療保険各法による医療を受けた場合にその医療費
の自己負担分について助成します。

特別障害者手当等支給事業（福祉課）

障害者医療給付事業（福祉課）
  障がいを軽減又は除去、あるいは障がいの進行を防止して、日常生活を容易にするた
めの医療を行っています。

重度心身障害者医療費助成事業（福祉課）

　障がい者等の保護者等からの相談に応ずるとともに、必要な情報の提供等を行う事
業、手話通訳派遣等を行う事業、日常生活用具の給付又は貸与、障がい者等の移動を支
援する事業及び創作的活動等の機会の提供を行う事業等を必須事業とし、その他自立し
た日常生活又は社会生活を営むために必要な事業及び社会福祉法人、特定非営利活動法
人等の団体への委託により事業を実施することで、障がい者等の福祉の増進を図りま
す。

(継続)

(新規)

(継続)

(継続)

794,829　障害福祉サービス：介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受け
る場合は「訓練等給付」という個別に障がい者等の利用目的にかなった支給決定を行い
ます。
　補装具支給：身体の失われた部分や障がいのある部分を補って日常生活や働くことを
容易にするため補装具の交付や修理を行います。

7,584　高齢者の健康保持と福祉の増進を図るため、高齢者がはり・きゅう・あん摩マッサー
ジ指圧の施術を受けた場合に、施術費に係る一部を助成します。

3,000

61,240

発達障害児等支援事業（福祉課）

はり・きゅう等施術費助成事業（福祉課）

  発達障がい児等に対する保健、教育、福祉等の連携体制を構築し、本人、家庭への効
果的な支援や早期発見・早期療育により２次障害の防止と本人の自信形成や保護者の子
育ての負担軽減を支援します。

食の自律支援事業（福祉課）
　在宅のひとり暮らし若しくは虚弱な高齢者又は障害者に食関連サービスの利用調整を
行い、計画的な「食」の自立支援事業（配食サービス）を提供することにより、食生活
の改善と健康増進を図り、高齢者等の在宅での自立した生活の支援や地域との交流、安
否の確認など在宅福祉の推進を図ります。

めの医療を行っています。

障害者自立支援給付事業（福祉課）



(継続)

(継続)

(継続)

(継続)

　平成22年４月から19床のベッドを有する診療所として診療業務を開始しましたが、平
成23年度からは医師一人体制に伴い、入院は休診し、外来のみの診療を行います。
　引続き地域医療の推進及び市民の健康の保持並びに増進を図ります。

　地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭等に対する育児不安
等についての相談指導、子育てサークル等への支援を実施することにより、地域子育て
家庭に対する育児支援を行います。

子ども手当支給事業（福祉課）

診療所運営(日置市診療所）

地域子育て支援センター事業（福祉課）

30,575

903,474

(単位：千円)

予算額事　業　内　容

４４４４　　　　保健医療福祉保健医療福祉保健医療福祉保健医療福祉（子供から高齢者まで安心して暮らせるまちづくり）

延長保育促進事業（福祉課）

99,200　保護者の就労形態の多様化、通勤時間の増加等に伴う延長保育の需要に対応し、児童
福祉の向上を図ります。
 延長保育　午後６時から午後７時まで

　こども手当は、「次世代を担うこども１人ひとりの育ちを社会全体で応援する」こと
及び「子育ての経済的負担を軽減し、安心して出産し、子どもが育てられる社会をつく
ることを目的とし、15歳の４月１日の前日までの子どもの保護者に対し、子ども手当を
支給します。

111,216

(継続)

(継続)

(継続)

(継続)

1,077

　介護基盤緊急整備特別対策事業（平成22年度～23年度）を活用して整備された小規模
特別養護老人ホーム（１事業所）、認知症高齢者グル－プホ－ム（３事業所）及び小規
模多機能型居宅介護事業所（４事業所）の開設時における必要な経費（備品購入費等）
を定員数等に応じて助成し、開設時からの安定した質の高いサービスを提供するための
体制整備を支援します。

休日の初期救急医療体制の整備(日置市診療所）
　救急医療について、関係機関との連携を図り、日曜・祝日等の昼間における一次医療
体制の充実を図ります。

介護基盤緊急整備特別対策事業（介護保険課）

介護予防事業（介護保険課）

　県において、平成21年度国の交付金等を財源として、介護機能強化と雇用の創出を目
的に基金が造成されました。この基金を活用し、認知症高齢者グル－プホ－ム（18床）
１事業所（日吉地域）及び小規模多機能型居宅介護事業所（25人登録）２事業所（東市
来地域、日吉地域）の整備費の一部を助成することにより、公的介護施設の整備推進を
図ります。

施設開設準備経費助成特別対策事業（介護保険課）

32,817　高齢者が住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせるように、各種健康教室、健康
相談等の取組み（一次予防事業）を通じて介護予防に関する活動の普及・啓発や地域に
おける自発的な活動の育成・支援を図っていくとともに、要介護状態等となることを予
防するための通所又は訪問による介護予防事業（二次予防事業）を通じて、活動的で生
きがいのある生活を送ることができるように支援します。

78,750

71,400



(継続)

(継続)

一部
新規

(継続)

(単位：千円)

予算額事　業　内　容

４４４４　　　　保健医療福祉保健医療福祉保健医療福祉保健医療福祉（子供から高齢者まで安心して暮らせるまちづくり）

施設入所者の重度化対応の推進（青松園）

311,000　在宅ケアの充実に伴い、施設入所者の介護の充実を図ります。
今後の介護保険施設は、より重度の要介護者の受入を行うことで適切なケアを提供でき
るように介護サービスの充実を図ります。

  妊娠中から出産・子育てにおいて、妊婦健診、母子健診・相談・教室を実施し、子ど
もの健やかな成長・発達を支援することで、母親の育児不安や産後うつ等の健康支援を
図ります。
　また不妊に悩む夫婦の精神的・経済的負担の軽減を図るため、治療費の助成を行いま
す。

包括的支援事業・任意事業（介護保険課）

39,859

59,933

4,095  市民の健康づくりの基本となる「元気な市民づくり運動推進計画」の推進のために健
康づくり推進協議会の開催や、地域の健康づくり推進のため健康づくり活動費を全地区
公民館に交付します。また食生活改善推進員や運動普及推進員などの育成や活動を支援
します。

　高齢者が住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせるように、地域包括支援セン
ターが中核機関となり、介護予防ケアマネジメント事業、総合相談・支援事業、権利擁
護事業、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業、任意事業を実施し、高齢者の生活
を総合的に支えていきます。

母子保健事業費（健康保険課）

健康づくり推進対策事業（健康保険課）

一部
新規

(継続)

(継続)

(継続)

31,551　国民健康保険において、30歳から74歳の被保険者を対象に、特定健康診査・特定保健
指導を実施しています。
　特定健康診査を受診し、結果に基づきそれぞれの区分に応じた保健指導の実施によ
り、生活習慣病の改善、抑制を図ります。

73,485

19,824

乳幼児医療費助成事業（健康保険課）

特定健康診査等事業費（健康保険課）

　乳幼児の疾病の早期発見・早期治療を図るため、小学校就学前までの乳幼児を対象
に、医療費の保険診療にかかる一部負担金を全額助成します。

医療費適正化特別対策事業（健康保険課）

67,733

します。

　国民健康保険の医療費の適正化を図るため、レセプト点検を実施し再審査請求等を行
い、また重複・頻回受診者に対し、適正受診及び健康管理について訪問し指導等を行い
ます。

がん検診等事業（健康保険課）
  がん対策基本法に基づき、がんの早期発見・早期治療のために40歳以上（一部20歳以
上）の市民を対象に、がん検診を実施します。
　また肺全体の断面を隅々まで検査するため、検診車による肺がんＣＴ検診を実施しま
す。



(新規)

(継続)

(継続)

(継続)

４４４４　　　　保健医療福祉保健医療福祉保健医療福祉保健医療福祉（子供から高齢者まで安心して暮らせるまちづくり）

　生後２カ月から４歳児までを対象にヒブワクチンと小児用肺炎球菌ワクチン、中学校
１年から高校１年相当者までを対象に子宮頸がんワクチンについて、接種希望者に接種
費用の９割相当額を助成し、髄膜炎、子宮頸がんの予防に努めます。

子宮頸がん等ワクチン接種支援事業（健康保険課）

44,332

(単位：千円)

予算額事　業　内　容

５５５５　　　　教育文化教育文化教育文化教育文化（特色ある地域文化を継承する風土づくり）
(単位：千円)

予算額事　業　内　容

　日置市とかかわりが深い韓国とマレーシアから国際交流員を招聘し、学校訪問や公民
館活動への参加、自主講座など、交流員の活動を通して市民の国際交流の推進と国際理
解を深めます。

国際交流事業（企画課）

1,767

11,163

5,519

　姉妹盟約等を締結している岐阜県関ケ原町・滋賀県多賀町・岐阜県大垣市と相互の親
善交流を図ります。また、大垣市の産業団体・文化団体との相互交流及び宮崎市佐土原
地域との交流を図ります。

国際交流員招致事業（企画課）

姉妹・友好都市交流事業（総務課）

　韓国とマレーシアを中心に特色ある国際交流を推進します。

(継続)

(継続)

(継続)

(継続)

(継続)

1,310　鹿児島大学教育学部の学生を、複式学級を有する小学校に派遣することにより、教師
が直接指導をしない時間帯に学生が個別指導をし、学力向上を図るとともに、小規模校
の活性化を推進します。

5,605　ＬＤ(学習障害)、ＡＤＨＤ(注意欠陥、多動性障害)、高機能自閉症など特別な教育的
支援を求める生徒が存在する学級や、正常な学級運営が困難な学級に支援員を配置し、
一人一人に応じた教育を行います。

1,706

11,690

子ども支援センター事業(学校教育課)

中学校特別支援員配置事業（学校教育課)

　学校教育課、福祉課、健康保険課が連携を密にして、子どもの成長・発達に対する相
談や不登校に関する相談活動等，講演活動等を行うことにより、0歳から18歳の子ども
の健全育成を図ります。

小学校特別支援員配置事業(学校教育課)

5,519

21,424

　ＬＤ(学習障害)、ＡＤＨＤ(注意欠陥、多動性障害)、高機能自閉症など特別な教育的
支援を求める児童が存在する学級や、正常な学級運営が困難な学級に支援員を配置し、
一人一人に応じた教育を行います。

外国青年招致事業(学校教育課)
　各小・中学校に外国語指導助手を派遣し、授業の補助をさせることにより、外国語教
育の充実と国際交流の基礎を学ばせ、広い視野を持つ人間形成を図ります。

　韓国とマレーシアを中心に特色ある国際交流を推進します。
　韓国については、南原市から「南原市立国楽団」を招聘し、美山窯元祭りや市内文化
ホールで演奏や踊りを披露するほか、韓国文化体験交流事業で韓国を訪問します。ま
た、マレーシアについては、マレーシアに親善大使を派遣するほか、実行委員会を中心
に、親善団の受入やバザー開催など、文化紹介事業等に取り組みます。

日置市学習支援アシスタント派遣事業(学校教育課)



(継続)

(継続)

(継続)

(継続)

  学校施設老朽化のため、伊集院小学校の校舎改築工事を本年度より着手し、安心・安
全な施設の整備を図ります。

　小学校５，６年生の理科の授業において，外部人材を理科支援員として活用すること
により，観察・実験活動の充実を図ると共に，教員の資質向上を図り，小学校の理科授
業の充実を図ります。

南九州美術展運営費補助事業(教育総務課）

小学校施設整備事業(教育総務課） 
  学校施設の整備充実を図り、児童が恵まれた教育環境の中でのびのびと学習できる体
制を推進します。

小学校理科支援員事業（学校教育課)

1,817

850

５５５５　　　　教育文化教育文化教育文化教育文化（特色ある地域文化を継承する風土づくり）
(単位：千円)

予算額事　業　内　容

  園児・児童・生徒が芸術に対する関心を深め、豊かな人間性を培い、 地域文化の発
展に寄与することを目指します。

小学校校舎改築事業(教育総務課）

372,515

14,607

(継続)

(継続)

(継続)

(継続)

　地域人権啓発活動活性化事業により、人権の花運動を実施することや啓発活動を実行
している団体へ、人権問題の啓発に係る学習及び研修会の経費を助成し、活動の充実を
図ることにより、人権尊重の高揚を進めます。

幼稚園就園奨励費補助(教育総務課)

日置市体育協会活動補助事業（社会教育課）

 本事業により、幼稚園に通園する園児の保護者の経済的負担を軽減し、就園の機会と
意欲を増進することにより、本市幼児教育の推進と基礎的な生活力を培います。

人権啓発事業（市民生活課）

14,900　日置市体育協会の25競技団体を主軸に、競技力の向上と全市民及び各地域の市民を対
象とした運動会やレクリエーション大会等を開催し、市民の親睦、融和と健康づくりを
図ります。

37,822

548

22,704　学校施設の整備充実を図り、生徒が恵まれた教育環境の中でのびのびと学習できる体
制を推進します。

中学校施設整備事業(教育総務課）



(継続)

(継続)

(継続)

(継続)

５５５５　　　　教育文化教育文化教育文化教育文化（特色ある地域文化を継承する風土づくり）
(単位：千円)

予算額事　業　内　容

　各地域の体育施設の有効利用を図るため、吹上地域施設利用促進協会の協力を得なが
ら、九州、全国大会等の誘致を行うとともに、県内外からのスポーツ合宿誘致を行い、
市内の体育施設の利用促進及び市のＰＲ、交流人口の増大による地域経済効果の促進を
図ります。

いじゅういん梅マラソンジョギング大会（社会教育課）

4,833

2,405

1,824

2,000

　まちぐるみで郷土の誇る歴史的伝統美風の伝承を図るとともに、鹿児島県三大行事で
ある妙円寺詣りを継続開催します。また、スポーツ行事を通して健康、体力づくりに貢
献し、ぬくもりと活力に満ちたまちづくりの和を広げます。

保健体育施設利用促進対策事業（社会教育課）

青少年海外派遣事業（社会教育課）
　中学生、高校生をアメリカに約１月間派遣、国際交流の機会を提供し、次代を担う青
少年の人材育成に努めます。

妙円寺詣り行事大会（社会教育課）

　梅マラソンジョギング大会は、サンライフ運動(昭和58年度)の健康づくり運動の一環
として始まったジョギング大会であり、地域の特性を生かした市民の健康づくりのため
の大会として開催します。

(継続)

(継続)

(継続)

1,877　各地域内の小・中学生が異年齢集団による宿泊生活をしながら通学する体験を通し
て、自立心を養い、社会性を培い、人間性豊かな青少年の健全育成を図ります。

4,421

7,905

指定文化財保護活用事業（社会教育課）
　指定文化財を中心に、除草作業等による保護・管理に努めます。説明板や案内板の設
置や補修を行うとともに、広く広報・ＰＲ活動を実施していきます。また、郷土芸能等
の保存団体へ補助金を交付することで、その育成及び保存活動を推進します。

文化自主事業の充実（社会教育課）
　日置市全体の芸術祭などを行い、地域住民による芸術文化活動の発表の場を設けま
す。伊集院文化会館と東市来文化交流センターを中心に、日本舞踊、ステージドリル
ショー、プロのミュージシャンの演奏など、生の舞台芸術を鑑賞する機会を、幼児から
高齢者までの幅広い年齢層の市民に、指定管理者と連携して提供します。

ふるさと学寮事業の充実（社会教育課）



(継続)

(継続)

(継続)

(継続)

　公益的目的を持ち、地域貢献度が高く、リーダー的立場で今後活発な地域活性化に繋
がる活動が期待できる者・団体に対し助成を行い人材の育成を図ります。

地区振興計画推進事業（地域づくり課）

7,400

　自治会の育成を目的に、自治会の世帯数により算出された自治会育成交付金を支給
し、市及び地域自治会長連絡協議会に補助金を支給し、自治の維持・推進を図ります。

自治会統合特別交付金等（地域づくり課）

500

86,418

　平成21年度末までに統合した17自治会に対して統合特別交付金を支給し、自治会点検
結果に基づき過疎集落のあり方等を検討します。

103,433

６６６６　　　　住民自治住民自治住民自治住民自治（地域の活性化を支える組織活動の充実）
(単位：千円)

予算額事　業　内　容

人材育成研修事業（総務課）

　地域づくり推進基金を原資に、各地区公民館に配分額を設定し、その範囲内で公共事
業や原材料支給、共生・協働の仕組みづくり等に取り組み、地区振興計画の課題解決を
図ります。

自治会活動推進事業（地域づくり課）

(継続)

2,339　自治会活動の拠点となる自治公民館の建設及び改修に対する整備補助金を支給しま
す。

集会等施設建設整備事業補助（地域づくり課）



(継続)

(継続)

(継続)

(継続)

　「第2次行政改革大綱行動計画（アクションプラン）」に掲げる、行政改革を推進、
実施していきます。また、進捗状況等については、行政改革推進委員会に適宜報告しま
す。

職員福利厚生費

23,758

　税をはじめとした各種料金、使用料等の滞納額削減・市民負担の公平性を図るため、
各債権担当部署職員の「資質向上研修の実施」、徴収強化のための「滞納者財産徹底調
査」、再三の納付相談にも応じない滞納者への「法的処分(差押え、家宅捜索、明渡訴
訟等)」等に取り組みます。

広報広聴活動の充実（企画課）

行政改革推進事業

740

6,678　労働安全衛生規則第44条（定期健康診断）に基づき、職員及び臨時職員に対して健康
診断等を実施し、職員の保健管理に努めます。

７７７７　　　　行財政行財政行財政行財政（市民の満足度と効率化を両立できる体制づくり）

　「広報ひおき」及び「広報ひおきお知らせ版」の発行や、市ホームページを活用し、
市民へ市の行事や各地域の話題、行政情報等を広報し、市政の普及及び推進を図りま
す。また、パブリックコメント(意見公募手続)により行政施策等への市民参画が図られ
るように努めます。

3,249

(単位：千円)

予算額事　業　内　容

債権管理適正化事業(特別滞納整理課)

(継続)

(継続)

(継続)

(新規)

　将来について明確な活用方針が見込めない公有財産については、その財源や賃借の可
能性を検討し、有効活用に努め、自主財源の確保を図ります。

3,370　市ホームページやごみ袋を広告媒体として、民間企業等の広告を有料で掲載すること
により、自主財源の確保、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ります。

有料広告掲載事業（財政管財課）

公有財産の有効活用（財政管財課）

収入

2,750　平成24年度評価替えに向けて家屋の評価基準改正に伴うシステム改修や、平成24年度
からの基幹システム変更に伴うシステム改修を行うことで、より正確な評価・課税を推
進します。

収入

15,690

10,605

家屋評価システム改修業務委託（税務課）

土地評価時点修正業務委託（税務課）
　平成24年度評価替えに向けて、日置市の固定資産評価に係る土地について均衡かつ適
正な課税を推進し、納税者の評価に対する理解の促進に資するための各種資料、図面を
作成します。

るように努めます。



(新規)

(新規)

(継続)

(継続)

　市民と市との協働による地域づくりを推進し、地域の公共的課題の解決等を目的とす
る地域づくり事業を実施する団体に対し助成金を交付します。

42,100

(単位：千円)

予算額事　業　内　容

行政嘱託員設置事業(地域づくり課)

７７７７　　　　行財政行財政行財政行財政（市民の満足度と効率化を両立できる体制づくり）

地籍管理システム改修業務委託（税務課）

1,200

6,700　住民税申告内容を電子化することにより、住民税申告会場を選ばないワンストップ窓
口化や、必要な時に直ぐ検索できることで、住民の方の利便性の向上及び業務の効率
化・課税の正確性にもつながります。

　平成24年度からの基幹システム変更に伴うシステム改修を行うことで、より正確な評
価・課税を推進します。

住民税申告書電子化事業（税務課）

500

　市政の普及推進を図り、市民の市政に対する参加意識を醸成させるため、全自治会に
行政嘱託員を配置し、世帯数に応じて報酬を支払います。

協働の地域づくり事業助成事業(地域づくり課）

(継続)

(継続)

一部
新規

(新規)

2,927　芸術の都-日置を目指し、公募により芸術家を招へいし、地域に密着した活動の中で
芸術による地域活性化を図るとともに、地域との協働による特色ある地域づくりに取り
組みます。

20,527

1,675

芸術家招へいによる地域振興事業（地域づくり課）

男女共同参画事業（地域づくり課）
　日置市男女共同参画基本計画に基づき、男女共同参画相談員を配置し、市男女共同参
画推進懇話会及び各地域女性団体連絡協議会等関係機関と連携しながら、シンポジウム
等の開催、各種週間と連動した啓発活動などに取り組みます。

地区公民館の管理運営(地域づくり課）
　地区公民館施設の管理運営に要する経費を執行し、地域づくり活動や生涯学習活動等
を支援します。

89,564　小学校区等を範囲とする地区ごとの特色ある地域づくりを、地区振興計画を中心に、
共生・協働の取り組みによって推進します。
　地区の役職員ごと及び自治会との連携及び協議の場を設置し、地区公民館の地域づく
り機能充実を図るとともに、ネットワークパソコンにより市との情報の受発信とデータ
の共有化に取り組みます。

地区公民館活動支援(地域づくり課）


