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資料４ 

平成２４年度八代市主要事業（案）について 

                        ※平成 24 年 3 月定例議会審議中 

 

当初予算の規模 

一般会計 ５１２億１，３００万円  （前年度比０．７％増、 ３億７，３３０万円増） 

特別会計 ３８７億７，８４２万３千円（前年度比３．１％増、１１億９，４５３万５千円増） 

企業会計  １７億   ７９６万４千円（前年度比４．２％増、   ７，０４６万円増） 

予算総額 ９１６億９，９３８万７千円（前年度比１．８％増、１６億３，７２９万５千円増） 

 

主 要 事 業 内 容 

（１）「外へ向かって打って出る」ための施策 

■八代の魅力を全国に発信 ～八代ブランド（ごろよか）戦略～  28,209 千円 

①八代ブランド戦略関係 9,100 千円 

・やつしろ食堂２店舗（東京）アンテナショップ（大阪、福岡） 3,223 千円 

・八代の情報誌「やつしろの風」業務委託 2,749 千円 

・販路拡大事業補助金 1,000 千円 等 

② 首都圏販売促進及び地域内物産発掘  2,202 千円 

・三越伊勢丹（立川店）にて「八代物産展」の開催 1,931 千円 

・八代マルシェの開催 271 千円 

③ 伝統工芸品と物産の振興  3,907 千円 

・雑誌などを通じて広報宣伝を行うとともに、各地の物産展や県人会等に参加し、市の物産

と観光をＰR。  

④ 八代産農産物ＰＲ事業  4,500 千円 

 ・大消費地へのＰＲ事業 2,000 千円 

 ・やつしろＴＯＭＡＴＯフェスタ開催 2,500 千円 

⑤ 八代市がまだしもん応援事業  3,000 千円 

 ・500 千円／団体 

⑥ 「笑顔ｄｅあいさつ日本一運動」推進事業  5,500 千円 

 

■スポーツ・文化による街づくり ～各種大会やイベントなどの誘致～  34,227 千円 

① スポーツ拠点づくり推進事業  9,136 千円 

  ・「全国小学生ＡＢＣバドミントン大会」の開催。  

② 全日本柔道女子強化合宿開催  5,892 千円 
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主 要 事 業 内 容 

③ 社会体育施設・文化施設の月曜開館  8,725 千円 

④ 干拓遺跡保存整備  10,474 千円 

・大鞘樋門群の殻樋崩落防止応急処置業務委託 3,600 千円 

・大鞘樋門群の殻樋実測図作成業務委託 6,874 千円 

 

■重点港湾八代港を活かす ～新たな航路開設と取扱貨物の増大～  90,000 千円 

① 八代港ポートセールス事業  71,192 千円 

  ・コンテナ利用助成金  60,000 千円 

（新規分）1,000ＴＥＵ×10,000 円＝10,000 千円 

   （継続分）4,000ＴＥＵ×10,000 円＝40,000 千円 

  ・コンテナ航路誘致助成金【新規】 

   （新規航路・増便）10,000 千円 

  ・ポートセールス活動旅費 3,500 千円 等 

② クルーズ客船誘致  18,808 千円 

  ・海外クルーズ客船誘致 17,232 千円 

・国内クルーズ客船誘致   1,576 千円 

 

（２）総合計画前期基本計画の重点プロジェクト 

■重点プロジェクト１ 活力ある産業プロジェクト 

企業誘致や八代港の整備促進をすすめるとともに、本市の基幹産業の振興に努め、活力の

ある産業のまちづくりをすすめる。 

・畳表張替促進事業 5,000 千円 

  1,000 円／畳×5,000 畳 

 ・八代産材利用促進事業 5,000 千円 

  新築 150 千円×30 件  

  増改築・リフォーム 100 千円×５件 

・新商品開発支援事業補助金 3,000 千円 

  八代産農・林・水産物を活用した新商品を開発・販売した事業主体に対して 

  定額（上限）500 千円を補助。 

・農地利用集積促進事業補助金 40,000 千円 

  賃借権設定 20 千円／10ａ×10,000ａ＝20,000 千円 

  機械導入  1,000 千円×２０件＝20,000 千円 

・生姜産地育成モデル事業委託 1,100 千円 

・有害鳥獣被害対策事業 22,032 千円 
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主 要 事 業 内 容 

■重点プロジェクト２ 人が集まるまちプロジェクト 

 中心市街地や、新八代駅周辺の整備、日奈久地域の再生など交流拠点の整備をすすめると

ともに、スポーツの拠点づくりなどに取り組み、交流人口の拡大を図り、人が集まるまちづ

くりをすすめる。 

・日奈久温泉観光振興事業 3,500 千円 

  アドバイザー派遣 2,000 千円 等 

・五家荘観光キャンペーン業務委託 4,120 千円 

・商店街活性化事業 22,693 千円 

チャレンジストアー事業、ひな祭り、八代亜紀絵画展など 

・長生き世代グランドゴルフ大会 1,200 千円 

・社会体育施設予約システム導入 787 千円 

 

■重点プロジェクト３ 子どもが健やかに育つプロジェクト 

 子育て世代が安心して子育てできる環境づくりをすすめ、未来を担う子どもたちが健やか

に育つまちづくりをすすめる。 

・第四中学校体育館改築事業 35,800 千円 

・特別支援学校校舎改築事業 232,609 千円 

・学校支援職員配置 72,659 千円 

  ８３人（Ｈ２３）→８６人（Ｈ２４） 

・小中一貫・連携教育推進事業 2,996 千円 

・教育サポート事業 2,236 千円 

  教育サポーター（２名） 

・結婚活動支援事業 2,000 千 

・不妊治療助成事業 2,425 千円 

・乳幼児医療費助成事業 189,773 千円 

  平成２４年 10 月から通院時の窓口無料化を実施。 

・子ども手当 2,187,655 千円 

  ３歳未満 15,000 円 

  ３歳以上小学校終了前（第１子、第２子）及び中学生 10,000 円 

  ３歳以上小学校終了前（第３子以降） 15,000 円 

・こどもプラザ事業 9,130 千円 

  つどいの広場 6,674 千円 

  ファミリーサポート 2,456 千円 
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主 要 事 業 内 容 

■重点プロジェクト４ 良好な環境を未来へつなぐプロジェクト 

 市民・事業者・行政のパートナーシップのもと、生活環境の保全を図るとともに、循環型

社会の形成に努め、人・自然にやさしく、地球にもやさしいまちづくりをすすめる。 

・太陽光発電システム設置補助 17,800 千円 

  市内業者 ８万円／件   １６０件 

  市外業者 ５万円／件   １００件  

・生ゴミ堆肥化容器、電気式生ゴミ処理機設置助成 3,140 千円 

・段ボールによる生ゴミ堆肥化推進事業 225 千円 

・ごみ減量アドバイザー関係経費 2,802 千円 

  ごみ減量アドバイザー（2 名） 

・分別収集事業 165,527 千円 

  プラスチック製品類の分別回収を全校区に拡大。 

・環境センター建設事業 28,629 千円 

 

■重点プロジェクト５ 安心安全なまちプロジェクト 

 市民の暮らし・生命・財産を守るため、国・県との連携を図り治山・治水事業などの災害

の未然防止対策をすすめるとともに、地域の防災力や防犯力を高め、安全で安心なまちづく

りをすすめる。 

・学校耐震化事業 42,800 千円 

  小中合わせて１０校分の基本・実施設計 

・八代市地域防災計画作成 6,857 千円 

・総合防災訓練（県と合同開催）1,513 千円 

・避難所案内看板等設置  3,981 千円 

・安全安心まちづくり基金活用事業 2,273 千円 

スカーフ・たすき・ジャンバー等 

・緊急時医療情報カード整備 708 千円 

・住民自治推進事業 21,444 千円 

  先行モデル 代陽・麦島・金剛・二見・東陽  

・老朽危険空き家除去促進事業 6,000 千円 

  ６０万円×１０件 

・民間建築物耐震診断事業 1,460 千円 

 

 


