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当初予算の概要
　平成27年度の対馬市一般会計の歳入・歳出予算総額は、306億7,300万円で、前年度予算と比較すると、37億

7,400万円、11.0％の減となっています。特別会計・企業会計を合わせると、平成27年度の対馬市の予算総額は、

434億2,767万円で、前年度予算と比較すると、34億9,311万5千円の減となっています。

一般会計
　対馬市の一般的な予算です。
　税金と国や県からの交付金や支出金が主な歳入
で、対馬市の事業全般に使います。

企業会計
　特定の事業について、その事業に関わる料金収
入などを事業に充て、民間企業と同様に独立採算
を行っている予算です。対馬市には、水道事業会
計があります。

特別会計
　ある特定の収入を特定の目的に対してのみ使用
し、他と区分して経理する予算です。
　対馬市には、国民健康保険特別会計や介護保険
特別会計など、8の特別会計があります。
（特別養護老人ホームについては、平成27年度
から全て民間による運営となりましたので、特別
会計を廃止しました。）

平成27年度

（単位：千円）
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※水道事業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額です。

診 療 所 特 別 会 計

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

介 護 保 険 特 別 会 計

介護保険地域支援事業特別会計

特別養護老人ホーム特別会計

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計

集 落 排 水 処 理 施 設 特 別 会 計

旅 客 定 期 航 路 事 業 特 別 会 計

　 企 業 会 計 　

水 道 事 業 会 計

　 合 計 　

増減率（%）比　　較平成26年度平成27年度

廃　止 皆　減

区　　　　　　分
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一般会計当初予算

【自主財源】市が自主的に収入できる財源

平成27年度

歳 入

歳 出

市　　　税

分担金及び負担金

使用料及び手数料

繰　入　金

市民税や固定資産税など、市民の皆さんに
納めていただく税金

市が行う事業などにより、特に利益を受け
る人から徴収するお金

公共施設の使用料や住民票などの交付手数
料など

各種基金（貯金）の取り崩しなどにより繰
り入れるお金

【依存財源】国や県の意志決定に基づき収入される財源

地方交付税

国庫支出金

県 支 出 金

市　　　債

一定水準の行政運営ができるよう所得税や
酒税など、国税の一部から市の財政状況に
応じて交付されるお金

特定の事業に対して国から交付されるお金

特定の事業に対して県から交付されるお金

主に建設事業を行うために、国や金融機関
から借り入れるお金

総　務　費

民　生　費

衛　生　費

農林水産業費

行政活動の共通的な管理運営や拡張
性などのために使われるお金

福祉サービスのために使われるお金

健康づくりや環境衛生などのために
使われるお金

農業・林業や水産業の振興のために
使われるお金

土　木　費 道路・河川や公園などの整備のために使われるお金

消　防　費 消防・防災のために使われるお金

教　育　費 学校教育や生涯学習・スポーツ振興などのために使
われるお金

公　債　費 市債（借金）の返済のために使われるお金

商　工　費 商業振興や観光などのために使われるお金

(内訳)
地方譲与税　　　　1億7,403万円
地方消費税交付金　3億5,000万円
地方特例交付金　　　　　200万円
その他　　　　　　　　3,410万円

その他
5億6,013万円（1.8％）

市税
26億9,842万円（8.8％）

繰入金
14億5,663万円（4.7％）

地方交付税
144億2,245万円（47.0％）

(内訳)
使用料　　　　　　2億4,281万円
分担金・負担金　　1億7,872万円
手数料　　　　　　1億3,370万円
繰越金　　　　　　　　　　1億円
諸収入　　　　　　1億2,988万円
財産収入　　　　　　　8,374万円
寄付金　　　　　　　　　210万円

その他
8億7,095万円（2.9％）

(内訳)
商工費　　　7億8,744万円
議会費　　　　2億451万円
諸支出金　　　　1,074万円
予備費　　　　　4,000万円

その他
10億4,269万円（3.4％）

公債費
56億133万円（18.3％）

教育費
21億7,324万円（7.1％）

消防費
9億9,655万円（3.2％）

土木費
27億1,786万円（8.9％）

衛生費
39億334万円（12.7％）

民生費
66億712万円（21.5％）

総務費
34億3,978万円（11.2％）

市債
31億2,620万円（10.2％）

県支出金
29億8,316万円（9.7％）

国庫支出金
45億5,506万円（14.9％）

歳入

歳出

農林水産業費
41億9,109万円（13.7％）

依存財源

自主財源
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平成27年度の主な事業

産業・経済
●地場産業の振興と観光との連携

有害鳥獣被害防止総合対策事業
9,060万円

農林・しいたけ課
　年々、深刻化するイノシシやツシマジカによる
農林産物への被害抑制のため、捕獲に対し1頭当た
り1万円の補助を行うとともに、居住区域内安全対
策事業・農林産物の被害対策事業を実施します。

肉用牛飼育対策事業
5,939万円

農林・しいたけ課
　後継者不足や機械化の流れのなかで、生産者及び飼養頭数共に減少の一途をたど
っている畜産業において、畜産業の再興を目的として繁殖牛頭数を増やすための施
策を展開します。

【主な経費】
　●イノシシ捕獲補助金・・・・・・・・・5,000万円
　●ツシマジカ捕獲補助金・・・・・・・・3,000万円
　●鳥獣被害防止施設整備等事業補助金・・・940万円

　●家畜診療所運営費補助金・・・・・・・・・756万円
　●肉用牛多頭飼育経営促進事業補助金・・・・820万円
　●対馬和牛COWCOW支援事業委託料・・・3,002万円

【主な経費】
　●肉用牛出荷導入輸送費補助金・・・・・・・135万円
　●家畜導入事業・・・・・・・・・・・・・・439万円
　●家畜導入事業資金供給事業補助金・・・・・594万円

対馬猪鹿活用促進事業
4,254万円

農林・しいたけ課
　有害鳥獣であるツシマジカ・イノシシの捕獲データの蓄積・活用促進に取り組むとともに、
商品の試作・試験販売・市場調査を行い、産業の創出を目指します。

　●機械器具リース料・・・・・・・・・・・・396万円
　●対馬猪鹿利活用促進事業補助金・・・・・・235万円

【主な経費】
　●現場作業・食肉解体作業賃金・・・・・・1,716万円
　●燃料費・・・・・・・・・・・・・・・・・・510万円
　●車借上料・・・・・・・・・・・・・・・・349万円

《鳥獣被害防止施設整備等事業フロー図》

《捕獲補助金（イノシシ・ツシマジカ）事業フロー》

・住居区域内の安全対策のために設置する侵入防止柵等の原材料費

地区からの事業計画書提出（集落全体を防護
しなお且つ、設置後の管理体制など徹底でき
る集落へ補助する。

地区長

提出された事業計画書が妥当かどうか審査会
を開催し適否を判断。対馬市

対馬市

交付決定通知を受理後、速やかに事業計画の
とおり資材を購入し、地区住民により設置作
業を行う。（概算払い可能）
設置完了後、実績報告書提出。

地区長

現地確認

・家庭菜園等を対象とした農林作物等被害対策のために設置する侵入防止柵等の原材料費

国庫補助事業の対象外である家庭菜園に限り補助する。個人又は2戸以上

提出された事業計画書が妥当かどうか審査会を開催し
適否を判断。対馬市

国 県 有害鳥獣捕獲従事者

対馬猟友会

（猟友会員の内参加希望者）

※シッポは市で処理

対馬市

交付決定通知を受理後、速やかに事業計画のとおり
資材を購入し、設置作業を行う。
設置完了後、実績報告書提出。

個人又は2戸以上

現地確認

国
交
付
金

県
補
助
金

②写真等提出

④補助金支出

③補助金請求

①写真・シッポ等提出 ⑤各有害鳥獣捕獲従事者へ支出⑤各有害鳥獣捕獲従事者へ支出①写真・シッポ等提出

対馬市
（各センター含む）
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輸送コスト助成事業
2億1,890万円

農林・しいたけ課／水産課
　農林産物・木材加工品及び鮮魚・活魚の輸送コスト
の一部を助成することにより、農林漁業従事者の生産
意欲の向上、所得の向上を図ります。

【主な経費】
　●野菜共同出荷奨励事業補助金・・・・・・・・300万円
　●木材加工品輸送コスト助成事業補助金・・・・・3,915万円
　●活魚・鮮魚輸送コスト助成事業補助金・・・・1億7,675万円

森林整備地域活動支援対策事業

農林・しいたけ課
　森林の有する国土の保全・水源のかん養・地球温暖
化の防止等の多面的機能が十分に発揮されるよう、適
切な森林の整備を図る森林所有者に対し、交付金を交
付します。

【主な経費】
　●森林整備地域活動支援交付金・・・・・・3,121万円

3,171万円

市有林整備事業
1,693万円

農林・しいたけ課
　森林の有する国土の保全・水源のかん養・地球温暖
化の防止等の多面的機能が十分に発揮できるよう、市
有林の伐期に向けた適正な施業（間伐）により、優良
木への転換を図ります。

【主な経費】
　●森林環境保全直接支援事業委託料・・・・1,680万円

對馬椎茸やる倍ナバダス計画事業
5,823万円

農林・しいたけ課
　①生産量アップ　②栽培技術向上　③価格安定化　
④作業の効率化　⑤分業化・安定供給など各種施策を
講じ、しいたけ生産者の所得向上及び流通体制の構築
を図ります。

【主な経費】
　●しいたけ生産推進補助金・・・・・・・・4,400万円
　●大型生産団地導入支援事業補助金・・・・1,121万円
　●対馬しいたけ需要拡大支援事業補助金・・・・98万円
　●新規就農者施設整備支援事業補助金・・・・125万円

本事業により一定の輸送コストを助成することで、対馬の主要な

1次産業のひとつである林業及び水産業において、本土事業者と

ある程度価格面で同じスタートラインに立つことが出来、これま

で以上に生産量が増加することが予想される。また、林業部門に

おいて、加工材の生産増加は、森林事業者や森林所有者の森林整

備（利用間伐）に直結し、生態系の維持も期待できる。

事

業

効

果

対馬市

木材加工
事業者Ａ

木材加工
事業者Ａ

生産者の安定した経営体制の確立及び生産意欲、
所得の向上が期待できる。

農林産物の島外への系統出荷に係る輸送費用
について、2/3の助成を行うことで、生産者
への還元を図る。

市　　場

販 売 先

本　土

木材加工
事業者Ｂ

木材加工
事業者Ｃ

木材加工
事業者Ｂ

各漁協

チップ加工
事業者Ａ

対
馬
地
域
離
島
活
性
化
協
議
会

対馬市としての戦略品目（製材、鮮魚）については
地域協議会に対し、その他チップ等林業加工品につ
いては、事業者に対し、離島における一番のネック
である海上輸送コストの一部を助成する。

系
統
出
荷

ＪＡ対馬

福
岡
・
北
九
州
等
の
市
場

生産林家

生産林家

生産農家

生産農家

農林産物

燃油高騰対策事業
1億6,708万円

水産課
　燃油高騰による漁業経営の圧迫を緩和するため、燃
油に対する支援及び燃油消費量そのものを根本的に削
減するための省エネ機器導入等に対する支援を行いま
す。

【主な経費】
　●漁業用燃油高騰対策事業・・・・・・・・1億966万円
　●省エネ機器等促進事業・・・・・・・・・5,742万円

対馬産物消費拡大推進事業
1,000万円

水産課
　あなご・アカムツ・マグロなど、島外で高価に取引
が行われている魚や、旬な農産物を市民にPRするイ
ベント（対馬食通祭）を3ヶ月開催し、つしま産の露
出を広めることで消費拡大を推進します。

【主な経費】
　●地産地消推進事業費補助金・・・・・・・1,000万円
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●商業集積の高度化・魅力向上

しま共通地域通貨発行事業
1億3,324万円
観光交流商工課

　島外からの観光客・ビジネス客が、長崎県のしま市
町で使える「しまとく通貨」を発行し、島の魅力向上
を図るとともに、加盟店（対馬島内約230軒）での利
用を促進し、離島での消費拡大を図ります。

【主な経費】
　●島外からのボランティア活動等参加謝礼・・・50万円
　●しま共通地域通貨発行事業委託料・・・1億3,251万円

対馬特産品魅力アップ事業
1,282万円
観光交流商工課

　バイヤー等による対馬特産品を利用した商品づくり
勉強会や、商品パッケージのデザインアドバイス、商
談会等を行い、島外流通による売上の増加と、食での
誘客を図ります。

【主な経費】
　●対馬特産品デザインアドバイス委託料・・・261万円
　●対馬特産品魅力アップ事業イベント委託料・・・912万円

商店街にぎわい創出支援事業
400万円

観光交流商工課
　地域コミュ二ティの担い手として、地域住民の利便
性を高めるために実施する事業及び商店街の魅力創出
や、にぎわいの溢れる商店街の振興を図り、対馬の発
展に寄与する事業について支援します。

【主な経費】
　●商店街にぎわい創出支援事業補助金・・・・400万円

お知らせ
　島外からの観光客・ビジネス客が利用できる「し
まとく通貨加盟店」を募集しています。
　島外に住所のある対馬出身者の里帰りにもご利用
いただけます。
　対馬在住の方でも、ほかの島市町（壱岐・五島な
ど）でご利用いただけます。

創業等支援事業

新たな雇用・地域資源の更なる活用

創業
希望者
創業
希望者

1億324万円
新政策推進課

　市内における創業や、新たな分野への取り組みなどを総合的に支援することで、
新たな雇用や地域資源の更なる活用を図ります。
　本年度は、産学金官が連携した創業支援会議による支援の継続と「地域経済循
環創造事業補助金」の追加による創業支援策の拡充、創業セミナーを開催します。

【主な経費】
　●地域経済循環創造事業補助金
　　　　・・・・・・・・・1億円

●U・Iターン等　定住化対策の促進

ワンストップ相談窓口

対馬市創業支援会議
農　協 森林組合商工会

長崎大学 長崎県立大学漁　協

十八銀行慶應義塾大学SFC研究所

長崎県 対馬市親和銀行

（新政策推進課）

関係機関が連携して総合的な支援を行います

支援の実施

相談

・事業計画作成支援
・補助金申請支援
・各種手続き支援　など

経営安定に向けて
支援を継続します

事業開始

新たな
商品を開発
したい

新しい商売を
始めてみたい

販路を
広げたい

でも、どこに
相談していいのか
分からない。。。

市役所に専門窓口をつくりました
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域学連携地域づくり推進事業
1,201万円
新政策推進課

　地域と大学等とが連携して地域づくりを推進することで、対馬の活
性化を図ります。
　本年度は、インターン学生等の受け入れ、島おこし実践塾、域学連
携地域づくり実行委員会、学術研究奨励補助金の継続に加え、大学等
の研究成果を市民に還元する仕組み作りに取り組みます。

【主な経費】
　●域学連携コーディネート支援事業委託料
　　　　・・・・・・・・・・・・771万円
　●学術研究奨励補助金
　　　　・・・・・・・・・・・・150万円

島おこし協働隊事業
5,683万円

【主な経費】
　●民間伝承保全活用事業・・・・・・・・・・459万円
　●域学連携コーディネーター事業・・・・・・415万円
　●有害鳥獣ビジネスコーディネーター事業・・・478万円
　●島のもん魅力発信デザイナー事業・・・・・417万円
　●島の循環型農法推進プランナー事業・・・・410万円
　●島の森林再生チャレンジャー事業・・・・・427万円
　●対馬水産加工再生事業・・・・・・・・・・475万円
　●対馬資源商品化事業・・・・・・・・・・・417万円
　●まちなかにぎわい創出サポートマネージャー事業
　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・339万円
　●生物多様性事業・・・・・・・・・・・・・442万円
　●観光客満足度向上マネージャー事業・・・・740万円
　●対馬ミュージアム・プロモーター事業・・・412万円

担い手確保対策事業
1億1,313万円

農林・しいたけ課／水産課
　農林水産業における、高齢化・担い手不足を解消す
るため、U・I・Jターン向け合同企業就職説明会の島
外での開催や、新規就業者に対する支援を行います。

【主な経費】
　●農業担い手対策
　　・青年就農給付金・・・・・・・・・・・2,850万円
　　・担い手育成総合支援協議会補助金・・・・185万円
　●林業担い手対策
　　・ながさき森林づくり担い手対策補助金・・・813万円
　　・林業従事者育成補助金・・・・・・・・・900万円
　●漁業担い手対策
　　・新規就業者指導料・・・・・・・・・・・876万円
　　・新規就業者指導用船借上料・・・・・・・876万円
　　・後継者対策事業補助金・・・・・・・・3,605万円
　　・新規就業者定着促進事業補助金・・・・・100万円
　●農林水産業担い手対策
　　・職業紹介映像製作委託料・・・・・・・・150万円
　　・合同企業就職説明会開催経費・・・・・・685万円
　　・合同企業就職説明会参加補助金・・・・・226万円

新政策推進課／市民協働・自然共生課
観光交流商工課／農林・しいたけ課

中対馬振興部地域振興課／上対馬振興部地域振興課

　特定分野の専門知識を持った島外の人材を「島おこ
し協働隊員」として受け入れ、外部からの目線を活用
した地域づくりの支援を行います。

対馬市

若い活力を求める
地区・事業者の皆様

参加・受入希望の呼び付け

夢をカタチに！
◎受入側：外部目線の若者のアイデアやエネルギーを活かし、地区や
　　　　　事業者の活性化を図ります。
◎学生側：現場での実践活動を通じ、スキルアップを図ります。

・地域や事業所をもり立てる若い人
　が欲しい！
・学生と一緒に地域づくりや新たな
　ビジネスに挑戦したい！
・既存事業を活性化させたい！
・学生に仕事を手伝ってもらったり、
　研究してほしい！
・対馬の素晴らしさや現状・課題を
　学生に伝えたい！

現場に学び、課題解決に
挑戦したい学生

・これからの社会に必要とされる人材に
　なりたい！
・自分に何ができるかを試したい！
・将来、専門性を活かした新ビジネスに
　取り組みたい！
・離島の現状や課題を知り、離島振興に
　貢献したい！

実習実地

対馬市が、地区や事業者の皆様の
課題や期待を踏まえ、学生向けの
実習プログラムを設計

学生募集

受入希望
参加希望

交流を
増やしたい

特産品を
作りたい

人手が
欲しい

実践力のある
人材を育てたい

研究成果を
現場で試したい
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生物多様性保全事業
1,073万円

市民協働・自然共生課
　人と自然との共生を目指した取組として、生態系を
守っていくための希少種保全や外来種対策、ツシマヤ
マネコの生息環境保全及び普及啓発活動を推進します。

環境・自然
●かけがえのない自然環境の保全

対馬地区ネコ適正飼養推進事業
251万円

市民協働・自然共生課
　ツシマヤマネコの保護を目的としたイエネコの適正飼養を推進
するため、ノラネコへの去勢やワクチン接種などを推進します。

【主な経費】
　●対馬市生物多様性協議会負担金・・・・・・・・300万円
　●ツマアカスズメバチ対策費・・・・・・・・・・・67万円
　●ツシマヤマネコ普及啓発（エア遊具作成）・・・358万円

海岸漂着物地域対策推進事業
2億9,341万円

環境政策課
　海岸における良好な景観及び環境を保全し、海岸漂
着物の円滑な回収・処理及び発生抑制対策等を実施し
ます。

海洋保護区設定推進事業
1,524万円

水産課
　豊かな海を未来へ継承し、伝統的漁法を継続しなが
ら水産資源等の持続可能な利用を図るために、海洋保
護区設定を目指します。

【主な経費】
　●海洋保護区設定推進協議会委員等報酬・・・148万円
　●海洋保護区設定推進協議会委員等旅費・・・329万円
　●海洋保護区設定調査研究等委託料・・・・・963万円

【主な経費】
　●漂着ごみの回収・運搬・処分委託料
　　　　・・・・・・・・・・・・・・・2億4,173万円

【主な経費】
　●ノラネコ処置手数料・・・・・・・180万円

●資源循環型社会の構築

生ごみ処理器設置補助事業

環境政策課
　家庭から出る生ごみを堆肥化するための生
ごみ処理器（機）を購入する市民の方々に補
助金を交付し、各家庭からの生ごみの発生抑
制対策を促します。

【主な経費】
　●生ごみ堆肥化容器設置補助金・・・・13万円

13万円

EM普及推進事業
200万円
環境政策課

　対馬市で普及推進しているEMについて、資
材を購入し、さらなる普及を図ります。

【主な経費】
　●EM培養資材等購入・・・・・・・・・200万円

お知らせ 生ごみ処理器を設置する場合、
助成制度があります！

●事業主体
　市内に住所を有する個人
●事業内容
　当該年度に生ごみ処理器を設置した方で、交付条件を満
　たした方に対して、費用の一部を補助します。
●補助対象事業
　生ごみ処理器購入費
●補助限度額
　容器式…購入額の2分の1以内とし、1個につき
　　　　　上限3,000円（2個まで）
　電気式…購入額の3分の1以内とし、
　　　　　上限20,000円（1個まで）
●補助要件
　①市内に住所を有する者。
　②一般家庭用として設置し、設置者自ら使用するもの。
　③市税等を滞納していないこと。
　④補助金の申請を行う日の過去2年度以内に、補助金を
　　受けた者が、世帯員の中にいないこと。ただし、購入
　　日から２年以上経過し使用不能と認められる場合は申
　　請可能とする。



生ごみ・廃食油
　　資源再利用システム実証実験事業

　環境に配慮した循環型社会の構築に向けて、生ご
み・廃食油の分別収集・資源化を実施します。また、
全世帯実施に向けて、協力世帯を拡充し、生ごみ等の
循環体型の構築を図ります。
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漂着ごみリサイクル推進事業

環境政策課
　回収された漂流漂着ごみのリサイクル化と、適正な
処理を実施するため、漂着ごみ前処理施設において、
油化装置による発泡スチロールのスチレン油化と、木
くず等の可燃系の漂着ごみの焼却処理を実施し、漂着
ごみ処理経費の削減を図ります。

【主な経費】
　●油化装置運転維持管理委託料・・・・・・660万円

784万円

自立型地域モデル事業（産業・生活基盤）計画策定事業

新政策推進課
　地域資源を活用したエネルギーの創出・活用と、対馬市各地域
に波及効果のあるモデル事業を展開するため、モデル地域におい
て産業・生活基盤の自立向上に向けた地域づくり計画を策定しま
す。計画に基づく施策を実施することで、地域エネルギーを活用
した産業の展開と生活基盤の向上を図り、自立する地域の構築に
繋げます。

1,061万円

環境政策課

【主な経費】
　●生ごみ・廃食油資源再利用実証実験業務委託料
　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・5,521万円

5,521万円

【主な経費】
　●自立型地域モデル事業（産業・生活基盤）
　　計画策定業務委託料・・・・・1,061万円

●環境王国の樹立に向けた低炭素型社会の構築

低炭素機器等導入費補助金
1,500万円

未来創造・交通政策課

お知らせ

　事業所及び住宅用太陽光発電設備や、事業所のLED照明
等導入に係る経費の一部を助成することにより、低炭素機
器等の導入促進を図り、地球温暖化効果ガスの削減ととも
に、新たな環境産業の創出と事業所のエネルギー消費量の
削減など持続可能な環境施策の推進を目指します。

注）事業所及び住宅用太陽光発電設備については、九州電力の
　　系統接続に係る回答保留の状況を踏まえ、募集の可否につ
　　いて検討を行います。

【主な経費】
　●低炭素機器等導入事業費補助金・・・・・1,500万円

●補助対象
　〈個人及び事業所（事務所や店舗など）〉
　　・太陽光発電設備（10kW未満で固定価格買取制度の認定を受けているもの）
　〈事業所（店舗や事務所など）のみ〉
　　・LED照明設備（交付要綱に定める要件を満たすLED照明設備であること）
　　・高日射反射率塗装（JISK5675又はJPMS27に適合する塗料であること）
　　・薪ストーブ（薪を燃料として使用する暖房機で屋内で使用するもの）
　　・ペレットストーブ（木質ペレットを燃料として使用する暖房機で屋内で使用するもの）
　　※設備によって補助対象要件等が異なりますので、詳細は未来創造・交通政策課に
　　　お問い合わせください。
●補助金額
　　・太陽光発電設備
　　　未定
　　・LED照明設備
　　　補助対象経費の2分の1（上限50万円）
　　・高日射反射率塗装
　　　補助対象経費の4分の1（上限20万円）
　　・薪・ペレットストーブ
　　　補助対象経費の3分の1（上限20万円）

●対象者
　主に以下の要件を満たすことが条件です。
　・本市に住所・事業所等を有する個人
　　又は事業者等
　・市税等を滞納していない者
　・太陽光発電設備にあっては、電力会
　　社と電力受給契約を締結し、設備認
　　定を受けている者等となっています。

注）
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森・川・里・海環境保全再生基金活用事業
400万円

農林・しいたけ課
　オフセット・クレジット提案事業で得た収入、及び
市有林の利用間伐で得た立木売払収入等を原資に造成
した「森・川・里・海環境保全再生基金」を利用して
「対馬市森林づくり計画」に計上した森林関連事業を
実施します。

市有林丸太売払収入 J-VERクレジット収入

森林資源の活用

森林資源の利活用の方法や
販売手法等を検討

・適切な間伐
・木質バイオマス燃料としての利用促進
・原木しいたけ栽培の再生と振興　等

森林環境の保全

森林の多様な機能が発揮されるよう、
維持管理の仕組み作りを検討

・ツシマヤマネコや有用樹木等の多様な
　生態系に配慮した空間づくり

対馬市森・川・里・海環境保全再生基金

適正な森林づくり

基幹産業としての林業振興

森林資源の持続可能な利活用

【主な経費】
　●ツシマヤマネコの森林づくり事業委託料・・・・150万円
　●森林環境に配慮した森林整備補助金・・・・・・250万円

お知らせ 緑のカーテン推進事業補助金をご活用ください！

●事業主体
　市内に住所を有する個人
●事業内容
　当該年度に、緑のカーテンの設置に要する資材を
　購入した方で、市内に住所を有する等交付要件を
　満たした方に対して、購入費用の一部を補助しま
　す。
●補助対象事業
　緑のカーテン設備資材購入費

●補助限度額
　補助対象経費の2分の1とし上限3,000円
●補助要件
　①市内に住所を有し、市内にある住宅に緑のカー
　　テンを設置する者。
　②市税等を滞納していないこと。

対馬クリーンセンター長寿命化計画策定
1,023万円
環境政策課

　対馬クリーンセンターの長寿命化と、CO2削減対策を目的に、基幹
改良事業を実施するうえで、環境型社会形成推進交付金を活用するた
めに必要な長寿命化計画を策定します。

【主な経費】
　●対馬クリーンセンター長寿命化計画策定業務委託料・・・・1,018万円
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国際交流推進事業
4,971万円
観光交流商工課

　韓国人観光客の誘致や、スポーツ・文化活動等の交流事
業を行い、韓国をはじめとする東アジア都市との交流人口
を増やし、対馬の活性化を図ります。

【主な経費】
　●対馬釜山事務所運営経費
　　　　・・・・・・・・・・1,359万円
　●国際交流員設置（韓国2人）
　　　　・・・・・・・・・・・934万円
　●朝鮮通信使ユネスコ記憶遺産
　　登録推進事業負担金・・・・180万円
　●朝鮮通信使記憶遺産の集い
　　　　・・・・・・・・・・・230万円
　●国境マラソンIN対馬開催補助金
　　　　・・・・・・・・・・・600万円
　●対馬市、影島区行政・スポーツ交流事業
　　　　・・・・・・・・・・・・80万円
　●韓国内対馬宣伝事業・・・・342万円
　●対馬産木材海外PR事業委託料
　　　　・・・・・・・・・・・350万円
　●つしま海道音楽祭運営補助金
　　　　・・・・・・・・・・・667万円

国際交流・観光
●韓国をはじめとする東アジア都市との国際交流の促進

観光リニューアル事業
8,604万円
観光交流商工課

【主な経費】
　●観光PR推進事業委託料・・・・・・・・・・・・・1,052万円
　●観光振興推進計画策定業務委託料・・・・・・・・・498万円
　●情報発信と対馬ファン獲得事業委託料・・・・・・1,430万円
　●観光案内所設置事業委託料・・・・・・・・・・・・718万円
　●対馬旅行商品造成に係る業務委託料・・・・・・・・164万円
　●観光案内アプリケーション保守・サーバー使用料・・352万円
　●観光案内板整備・・・・・・・・・・・・・・・・4,120万円

●独自の地域資源を活かした交流人口の拡大

　交流人口の拡大を図るために「受入体制の強化」、「情報
発信の強化」、「誘客の強化」に関する事業を実施します。

キャンピングTSUSHIMA事業
977万円

観光交流商工課
　キャンプ場の魅力を高め、利用者を増加させるしか
けを創り、交流人口の拡大を図ります。

【主な経費】
　●キャンピングTSUSHIMA事業委託料・・・・947万円

対馬の歴史・偉人顕彰事業
450万円

観光交流商工課
　対馬の歴史を題材にした映画・ドラマ作成に向けた
活動を行うとともに、対馬の歴史マンガを作成し、対
馬に関心を持ってもらうきっかけをつくります。

【主な経費】
　●対馬の歴史PR事業委託料・・・・・・・・・335万円
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比田勝港

対馬空港

厳原港

国境の島対馬PR事業
414万円

上対馬振興部　地域振興課
　ご当地グルメのPRを活用した解りやすく効果的な
広報活動を展開し、対馬のイメージと認知度を向上さ
せ、観光客誘致の促進を図ります。

対州馬活用プロジェクト
150万円

上県行政サービスセンター
　対馬の宝である「対州馬」を絶滅の危機から救い、
さらに活用していくため、島外において対州馬の展示
や乗馬体験を行い、対州馬を広くPRするとともに、
目保呂ダム馬事公園内の除草や草木等の適正管理を行
い、魅力ある公園整備を図ります。

【主な経費】
　●対州馬飼育環境整備業務委託料・・・・・・115万円

【主な経費】
　●地域おこし事業委託料・・・・・・・・・・414万円

●広域交流を支える交通アクセスの強化

交通対策事業

未来創造・交通政策課
　島外との交通利便性の向上のために、航路運賃の割引きに対
する補助金や空路のサービス強化、路線を維持するための航空
路維持費補助金を支出し、航路・航空路の活性化を図ります。
　また、今年度は航空運賃の引下げを目指してモデル事業を実
施します。

【主な経費】
　●県離島航空路維持費補助金
　　　　・・・・・・・・・・・・500万円
　●博多～比田勝航路運賃割引事業補助金
　　　　・・・・・・・・・・・1,494万円
　●航空運賃低廉化対策事業負担金
　　　　・・・・・・・・・・・・・・1億円

1億1,994万円
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教育・生涯学習・文化
●安心して学べる学校教育環境の構築

離島留学生ホームステイ事業
807万円

教育委員会  総務課
　長崎県高校生離島留学制度により、対馬高等学校国
際文化交流コースに在学している留学生の下宿に係る
経費（1人あたり月額3万円）を補助し、対馬市外か
らの人口流入による地域活力の高揚並びに対馬市内の
学校教育の振興を図ります。

【主な経費】
　●離島留学生ホームステイ補助金
　　　　・・・・・・・・・807万円

適応指導教室支援事業
150万円
学校教育課

　心理的要因等により、長期間学校に登校できない児
童及び生徒、並びに社会に適応できない青少年に対
し、状況に応じた適切な相談及び指導・援助を保護者
と協力して行い、社会復帰や学校復帰を支援するため
適応指導教室に対して補助金を交付します。

【主な経費】
　●適応指導教室支援補助金・・・・・・・・・150万円

学校図書館支援員派遣事業
947万円
学校教育課

　学校図書館支援員を配置し、学校図書館担当者等と
連携しながら多様な読書活動を企画・実施し、図書館
サービスの改善を行い、学校図書館教育の充実を図り
ます。

【主な経費】
　●学校図書館支援員設置経費
　　・小学校・・・・・・・・・・・・・・・・622万円
　　・中学校・・・・・・・・・・・・・・・・325万円

離島交流少年野球大会事業
174万円
政策企画課

　島と島が試合を通じて、交流することのなかった現状に
「新しい風」を吹き込み、全国の島の少年少女が一堂に会
し、野球を通じて“島”と“島”の交流を図り、思う存分、
力の限り闘い、少年少女たちの夢づくり、人づくりを行い、
島の活性化を図ることを目的としています。

【主な経費】
　●全国離島中学生交流野球大会参加負担金・・・・・150万円

教育相談員・介助員設置事業
4,738万円
学校教育課

　幼児・児童生徒が気軽に悩みを話し、ストレスを和
らげ、心の安定を図ることができるようにするととも
に、教育上特別な配慮を要する幼児・児童生徒を抱え
ている幼稚園・学校に、当該幼児・児童生徒を介助す
るための教育相談員・介助員を配置します。

【主な経費】
　●教育相談員・介助員設置経費
　　・小学校・・・・・・2,800万円
　　・中学校・・・・・・1,138万円
　　・幼稚園・・・・・・・800万円

総合的学習事業
606万円
学校教育課

　「総合的な学習の時間」は、既存の教科等の枠を超えた指導を一層推進す
るために、各学校独自の教育活動を期待して創設されました。この提言の趣
旨を踏まえ、横断的・総合的な学習や児童の興味・関心等に基づく学習を、
地域や学校・児童の実態に応じ、各学校が創意工夫をして学習活動を積極的
に展開することが求められています。

【主な経費】
　●総合的学習事業補助金
　　・小学校・・・・・・315万円
　　・中学校・・・・・・291万円

●地域資源を活かした生涯学習の充実
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人権・同和教育事業

生涯学習課
　市民を対象に身近な差別や偏見について考え、正しい理解
を得ることを目的としています。12月（啓発期間）に講演
会やワークショップ・映写会等を行います。

【主な経費】
　●人権講演会講師謝礼・・・・・・・・・・・・・・・24万円
　●人権啓発グッズ・・・・・・・・・・・・・・・・・21万円
　●人権講演会ポスター・チラシ印刷代・・・・・・・・・9万円

55万円

放課後子ども教室推進事業

生涯学習課
　放課後や週末等における、子どもたちの安全・安心な活
動拠点（居場所）を確保して、地域の大人の協力により、
子どもたちに様々な体験・交流・学習の機会を与えます。

【主な経費】
　●子ども教室運営委員謝礼・・・・・・・・・・・166万円
　●教育活動サポーター等研修費・・・・・・・・・・38万円

228万円

子ども夢づくり基金事業
3,359万円

新政策推進課／市民協働・自然共生課
観光交流商工課／消防本部

教育委員会総務課／学校教育課／生涯学習課
　子ども夢づくり基金を活用し、市内の学校に在学す
る児童生徒の文化・体験・国際交流及び地域間交流活
動・スポーツ活動・就学活動に要する経費を支援しま
す。

【主な経費】
　●スポーツ活動振興費補助金・・・・・・・1,780万円
　●文化活動振興費補助金・・・・・・・・・・639万円
　●地域間交流及び国際交流活動振興費補助金・・・511万円
　●就学支援事業補助金・・・・・・・・・・・260万円
　●体験学習活動振興費補助金・・・・・・・・・97万円
　●その他活動振興費補助金・・・・・・・・・・72万円

文化財活用事業
74万円
文化財課

　市内に残る文化財（史跡名勝天然記念物）や、自然
景観を対象とした写真コンテストを開催します。作品
は島内外から募集し、文化財や自然を大切にする心を
育むとともに、文化財を活用した対馬の魅力発信も図
ります。

【主な経費】
　●審査員謝礼・旅費
　　　　・・・・・・・・・5万円
　●入賞賞品・参加賞代
　　　　・・・・・・・・21万円
　●ポスター・チラシ印刷代
　　　　・・・・・・・・28万円

お知らせ スポーツ活動振興補助金をご活用ください！

●事業主体
　市内に住所を有する団体または個人。
●事業内容
　全島的に組織された体育・スポーツ団体等の大会
　において、上位大会の出場権を得て、対馬市代表
　として県大会以上の大会へ参加する団体または個
　人に対し補助金を交付します。
●補助対象事業
　対馬市代表として出場する、県大会以上の大会へ
　の参加旅費

●補助要件
　①全島的に組織された体育・スポーツ団体等の大
　　会において、上位大会の出場権を得て、対馬市
　　代表として県大会以上の大会へ参加する団体ま
　　たは個人であること。
　②長崎県中学校体育連盟が推薦する九州大会以上
　　の大会へ参加する団体または個人であること。
　③青少年スポーツの振興または育成に関するもの
　　であること。
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●芸術・文化活動の振興

青少年劇場開催事業
235万円
生涯学習課

　都会から離れた離島対馬では、優れた音楽・演劇などの舞
台芸術に接することが少ないため、鑑賞する機会を提供する
ことで青少年の豊かな心を養う事を目的とし、毎年開催して
います。

【主な経費】
　●児童・生徒送迎用バス借上料・・・・・・・・・・・・51万円
　●青少年劇場開催負担金・・・・・・・・・・・・・・180万円

市民美術展覧会事業
29万円

生涯学習課
　市民に対し美術作品を公募する、対馬で唯一の美術展です。
作品は6部門（洋画・日本画・書道・デザイン・彫塑工芸・
写真）を募集し、前期・後期と市内2会場で展示します。

【主な経費】
　●ポスター・チラシ印刷代・・・・・・・・・・・・・11万円
　●出展記念品代・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8万円

文化財保存整備事業
3,590万円

文化財課
　貴重な文化遺産である各史跡を恒久的に残し活用を図るため、調査と整備を実施します。また、遺跡から出土し
たり、伝世した金属製品が数多く保管されていますが、多くは錆が付着し、亀裂があるため防錆保存処理（ボウセ
イホゾンショリ）を施し形状を保たせます。

【主な経費】
　●金田城跡保存整備・・・・・・・・・・・・844万円
　●対馬藩主宗家墓所保存整備・・・・・・・・820万円
　●金石城跡保存整備・・・・・・・・・・・・458万円
　●清水山城跡保存整備・・・・・・・・・・・500万円

　●市内遺跡出土金属製品保存処理・・・・・・・99万円
　●高麗版大般若経修理補助・・・・・・・・・205万円
　●お船江保存整備事業・・・・・・・・・・・664万円

対馬海道博物館（仮称）建設事業
798万円

観光交流商工課
　対馬市及び長崎県において「対馬海道博物館（仮
称）」の整備を進めていきます。

【主な経費】
　●博物館整備基本計画策定経費
　　　　・・・・・・・・・・・・・270万円
　●みんなの博物館づくりを考える
　　ワークショップ開催経費
　　　　・・・・・・・・・・・・・363万円
　●博物館建設用地地形測量委託料
　　　　・・・・・・・・・・・・・165万円
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安心出産支援委託事業
87万円

地域包括・医療対策課
　上対馬病院での分娩件数の減少等により、産婦人科医師を対馬いづはら病院
に集約したことで、現在、上対馬病院での分娩ができなくなっています。その
ため安全な出産に備え、出産予定間近の上対馬町・上県町にお住まいの妊婦に
対して交通費及び宿泊費を助成します。

【主な経費】●安心出産支援委託料・・・・・・・・・・・・・・・・・87万円

自動体外式除細動器（AED）普及推進事業
327万円

地域包括・医療対策課
　突然の心肺停止の際に現場で緊急に行われる救命処置が、よ
り迅速・的確にされるよう、各公共施設に自動体外式除細動器
（AED）を設置しています。

【主な経費】
　●AEDリース料・・・・・・・・・・・327万円

医療・保健・福祉・健康
●医療・救急医療体制の充実

医療機器購入事業
713万円

地域包括・医療対策課
　医療体制の整備を図るため、豊玉診療所に医療機器を購
入します。

【主な経費】
　●豊玉診療所
　　・超音波診断画像装置購入・・・594万円
　　・心電図計購入・・・・・・・・119万円

敬老事業
985万円
福祉課

　多年にわたり社会の進展に寄与してきた高齢者に対
し、敬意を払うとともにその長寿をお祝いするために
敬老事業の実施と祝い金の支給を行います。

【主な経費】
　●敬老事業開催補助金
　　　　・・・・・・・334万円
　●敬老祝金
　　　　・・・・・・・645万円

●保健・福祉サービスの充実

母子保健事業
3,668万円
健康増進課

　妊婦の安全な出産及び乳幼児の健全な発達を導くた
め、医療機関等において健診を実施し、早期治療に結
びつけます。

【主な経費】
　●妊婦検診・乳幼児検診等委託料
　　　　・・・・・・・・・3,321万円
　●妊婦及び乳児一般健康診査助成金
　　　　・・・・・・・・・・・50万円
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福祉のまちづくり推進事業
388万円
福祉課

　住宅の改修により、在宅の高齢者や障がい者（児）
の日常生活を容易にするとともに、介護者の負担軽減
を図ります。

【主な経費】
　●福祉のまちづくり推進事業補助金
　　　　・・・・・・・・・・388万円

高齢者生活支援事業
1,676万円

福祉課
　在宅の高齢者が自立した生活を安心して送ることが
できるよう、介護保険以外の在宅高齢者に対し福祉サ
ービスの提供を行います。

【主な経費】●外出支援・・・・・・・・・・・135万円
　　　　　　●食の自立支援・・・・・・・・1,320万円
　　　　　　●高齢者の生きがい活動支援・・・192万円
　　　　　　●軽度生活援助・・・・・・・・・・29万円

予防接種事業
9,266万円
健康増進課

　各種感染症を起因とした健康被害を未然に防ぐため、
乳幼児や高齢者等を対象とした予防接種を実施します。

【主な経費】
　●予防接種事業委託料・・・・・・・・・9,196万円
　　・四種混合　　
　　・不活化ポリオ
　　・麻疹風疹混合
　　・日本脳炎
　　・水痘
　　・BCG
　　・ヒブ
　　・小児肺炎球菌
　　・成人用肺炎球菌
　　・インフルエンザ

健康増進事業
6,955万円
健康増進課

　市民一人一人が健康な生活習慣の大切さを自覚し、
健康な状態を保てるように、健康相談・健康教室・が
ん検診等を行います。

【主な経費】●がん検診等委託料・・・・・・6,815万円

臨時福祉給付金
5,508万円

福祉課
　消費税の値上げに際し、低所得者に与える負担の影
響に鑑み、一体改革の枠組みの中で講じる社会保障の
充実のための措置と併せ、低所得者に対する適切な配
慮を行うため、暫定的・臨時的な措置として昨年度に
引き続き給付を行います。

【主な経費】●臨時福祉給付金・・・・・・・5,508万円

子育て世帯臨時特例給付金
1,151万円
こども未来課

　消費税の引き上げに際し、子育て世帯への影響を緩
和するとともに、子育て世帯の消費の下支えを図る観
点から、臨時的な措置として昨年度に引き続き給付を
行います。

【主な経費】
　●子育て世帯臨時特例給付金・・・・・・・1,151万円

子育て支援事業
9億1,327万円

こども未来課
　安心して子育てができるように、子どもの成長に合わせたサービスの提供を行います。

【主な経費】●公立認可保育所運営費・・・・・3億1,849万円　　　●放課後児童健全育成事業委託料・・・・・4,156万円
　　　　　　●公立へき地保育所運営費・・・・1億8,385万円　　　●地域子育て支援センター運営委託料・・・4,200万円
　　　　　　●私立保育所運営費・・・・・・・2億9,703万円

［給付対象者］
　●平成27年度市町村民税（均等割）非課税者
　（生活保護制度被保護者・課税者の扶養親族等は対象外）
［給付額］
　●給付対象者1人につき6千円

［給付対象者］
　●平成27年5月31日において、平成27年6月
　　分の児童手当（特例給付を除く）の受給者
［給付額］
　●対象児童1人につき3千円

●住民の社会参加支援システムの構築
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交通対策事業
1億4,358万円

未来創造・交通政策課
　住民の島内交通手段の確保のため、予約制乗合タク
シーの運行委託、対馬交通㈱へのバス路線維持費補助
等を行います。

【主な経費】
　●乗合タクシー運行委託料・・・・・・・・・237万円
　●対馬市地域公共交通活性化協議会負担金・・733万円
　●地方バス路線維持費補助金・・・・・・1億2,500万円
　●バス購入事業補助金・・・・・・・・・・・888万円

市営有償バス運行事業
2,381万円

未来創造・交通政策課
　市所有のスクールバスの空き時間等を利用して市営
バスを運行し、住民の交通手段の確保に努めます。

【主な経費】
　●市運営有償バス運行管理委託料
　　　　・・・・・・・・2,381万円

合併処理浄化槽普及促進事業
3,716万円
環境政策課

　し尿と生活排水を併せて処理する浄化槽の計画的な
整備推進を図るため、設置者に対し浄化槽設置補助金
を交付し、公共水域の水質汚濁の防止、公衆衛生の向
上を図ります。

【主な経費】
　●合併処理浄化槽設置事業補助金・・・・・3,716万円

消防団安全確保装備品整備事業
672万円
消防本部

　消防団員が、災害活動時に安全に活動する為の装備
品として、安全靴・救命胴衣・作業手袋及びヘッドラ
イト等を配備し、団員の安全を確保します。
（平成27年度から3年間で整備）

【主な経費】
　●消防団員装備品購入・・・・・・・・・・・672万円

交通・市民協働・住環境・安全
●身近な道路交通ネットワークの整備促進

●安全で質の高い住環境の整備

お知らせ 合併処理浄化槽を設置する場合、助成制度があります！

●事業主体
　対馬市に浄化槽の設置を行う個人並びに法人
●事業内容
　当該年度に対馬市内に浄化槽を設置し、交付の条
　件を満たした個人、法人に対して、設置費用の一
　部を補助します。
●補助対象事業
　対馬市浄化槽設備整備事業費

●補助要件　　①本市内に浄化槽を設置する者。
　　　　　　　②市税等を滞納していないこと。
●補助限度額　5人槽・・・・・・・・49万8千円
　　　　　　　7人槽・・・・・・・・62万1千円
　　　　　　　10人槽・・・・・・・75万3千円
　　　　　　　11人槽以上・・・・・93万9千円
（単独処理浄化槽を撤去し、合併処理浄化槽に変更
　された場合は9万円の追加補助があります。）

お知らせ 　平成27年5月17日から、平日も1日フリー
パスポート（1,000円）が利用できます。路
線バス・市営バス・乗合タクシー（比田勝～
厳原桟橋間を除く）が1日乗り放題となりま
す。
　対馬交通㈱各営業所若しくは、バス内（運
転手）及び乗合タクシー内（運転手）で販売
されます。



19対 馬 市 の し ご と

災害対応型再生可能エネルギー設備設置事業
3,594万円

未来創造・交通政策課
　対馬市防災計画において、避難所として指定されて
いる比田勝小学校に蓄電池を設置し、災害時にも最低
限の電力を確保します。また、電力消費量の少ない
LED照明を災害時用の非常用として同校に整備しま
す。

【主な経費】
　●設計等委託料・・・・・・・・・・・・・・297万円
　●工事費・・・・・・・・・・・・・・・・3,227万円

災害時備蓄品購入事業
107万円
総務課

　災害時に備え、生活必需品等の確保を目的とした備
蓄体制の整備を図ります。（平成27年度から5年間で
整備）

【主な経費】
　●飲料水等食糧・衛生用品等購入・・・・・・107万円
　　・レトルト食品　　　・備蓄飲料水
　　・災害用備蓄パン　　・避難所用トイレ

消防設備整備事業
8,411万円

消防本部
　災害時においても使用可能な水利整備、老朽化した緊急車両の
更新等を行い、消防機動力を向上させ、市民の生命・財産を守り
ます。

【主な経費】
　●耐震性貯水槽（2基）建設・・・・・・・・・・・・・・2,400万円
　●小型動力ポンプ付積載自動車（5台）購入・・・・・・・3,001万円
　●消火栓設置負担金・・・・・・・・・・・・・・・・・・600万円
　●消防署仮眠室等増設・・・・・・・・・・・・・・・・1,592万円
　●消防訓練場倉庫建設・・・・・・・・・・・・・・・・・517万円

●市民協働によるまちづくりの構築

地域マネージャー制度活用事業
120万円

市民協働・自然共生課
　市民協働のまちづくりの重要な手法の一つとして、
地域マネージャー制度を継続的に活用し、更に、制度
成熟度の向上を図ります。
【主な経費】
　●先進地視察旅費（地域マネージャー分）・・・48万円
　●先進地視察調査補助金・・・・・・・・・・・72万円

アドバイザー派遣支援事業
100万円

市民協働・自然共生課
　市民協働のまちづくりを進める中で発生する地域の
生活課題、産業・教育・福祉等の課題に関して、専門
講師の招へいにより課題解決の手助けをします。

【主な経費】
　●アドバイザー謝礼・費用弁償・・・・・・・・90万円

アドバイザー派遣支援事業アドバイザー派遣支援事業
地域のあらゆる課題解決に専門家・講師を派遣します！

〈対象者〉
①行政区・地域住民

②市民活動団体

③企業　など

①アドバイザー謝礼金
1人／1日4万円程度

②アドバイザー旅費
出発地問わない

③資材・教材等消耗品費
1万円程度

要請

対馬市で登録した
アドバイザー
対馬市で登録した
アドバイザー

①まちづくり・地域づくり
②加工技術・特産品開発・販
　路拡大
③自然環境保全
④福祉・保健衛生
⑤文化・文化財・生涯学習
⑥スポーツ・健康振興
⑦地域イベント・伝統
　継承
⑧企業・市民活動団体育成
　　　　　　　　　　など

総合計画策定事業
644万円
政策企画課

　平成18年度～平成27年度を期間とする「第1次対
馬市総合計画」に引き続き、総合的かつ計画的な市政
運営を図るために、平成28年度を初年度とする「第2
次対馬市総合計画」を策定します。

【主な経費】
　●総合計画審議会委員報酬
　　　　・・・・・・・・・・・59万円
　●総合計画審議会委員費用弁償
　　　　・・・・・・・・・・・25万円
　●総合計画策定委託料
　　　　・・・・・・・・・・・512万円
　●総合計画印刷製本費
　　　　・・・・・・・・・・・47万円
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集落支援員制度活用事業
2,953万円

市民協働・自然共生課
　各地区・各校区地域づくり計画を作成し、地域ごと
の将来ビジョンの具現化を目指します。地域マネージ
ャーと地域の連携を更に密にするため、集落支援員
（内部支援員／25名）を採用します。また、地域づ
くり計画の作成作業を進めるにあたり、専門的識見を
もった集落支援員（外部支援員／6名）を採用し、
様々な資源を掘り起こし地域の特性を生かした総合計
画の策定を目指します。

【主な経費】
　●集落支援員報酬等・・・・・・・・・・・2,500万円
　●集落支援員研修費・・・・・・・・・・・・・68万円
　●集落支援員活動経費・・・・・・・・・・・385万円

わがまち元気創出支援事業
911万円

市民協働・自然共生課
　これからのまちづくりは、まちづくりの基軸を「地
域・地区」に置くことや、地域コミュニティの意識の
形成・醸成、住民発意型のまちづくりへの移行、
NPO・ボランティア等の強化促進が必要であるた
め、このことを目的とし市民が自ら考え、自らが実践
する、市民が主役のまちづくりを推進するための支援
を行います。

【主な経費】
　●わがまち元気創出支援事業補助金・・・・・900万円

お知らせ 地域のまちづくりを推進する場合、助成制度があります！

●事業主体
　市内各地区、市内にあるNPO法人等
●事業内容
　市民参画や協働による人づくり・まちづくりを推
　進するため、地区、NPO等が自ら考え、自ら実
　践する人づくり・地域づくり事業に対し事業費の
　補助を行います。
●補助対象事業
　報償費・旅費・消耗品費等需用費（食糧費は除く）・
　役務費・使用料・原材料費・備品購入費など

●補助限度額
　・市民特認事業
　　承認事業費から特定財源を差し引いた額の全額
　　（100万円が上限）
　・認可事業
　　承認事業費から特定財源を差し引いた額に3/4
　　を乗じた額（50万円が上限）
　　いずれも備品購入費は算定が異なります。

●対馬域内消費拡大事業 9,506万円
観光交流商工課

　プレミアム商品券等を発行し、様々なイベントと協調しながら市内の消費拡大、商業の発展、子育て世帯の支援
（商品券のプレミアム部分の上乗せを予定）を図ります。

●対馬版人口ビジョン及び総合戦略策定 1,198万円
政策企画課

　人口減少・高齢化という市が直面する大きな課題に対し、地域の人口動向の分析を行い人口の将来展望を示すと
ともに、地域の特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生するための目標を設定し、講ずべき施策の方向性を示
していきます。

地域活性化・地域住民生活等
緊急支援交付金事業
平成26年度国の補正予算による緊急経済対策交付金を活用して以下の事業を実施
します。（平成26年度対馬市一般会計補正予算（第7号）（平成27年3月）計上事業）
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●小さな拠点づくり事業 830万円
未来創造・交通政策課

　市内北部の過疎化・高齢化が顕著な地域に、地域による有償運送を導入し、交通移動手段を確保するとともに、
空き時間を利用し、配食サービスを活用した高齢者見守り事業や買い物支援事業を展開し、安心して暮らせる地域
を目指します。更には、地域外大型商店への送迎や各種イベントを開催することにより、外出の機会を提供し、他
の人々と交流することによって元気な高齢者を生み出し、活気あふれる地域を構築するモデル事業を予定していま
す。

●林業の星スキルアップ研修事業 200万円
農林・しいたけ課

　林業は、木材生産を重視した「木を育てる時代」から、経営努力が必要な「木を利用する時代」へと変化してお
り、事業体の求める技能レベルがさらに高くなっています。林業従事者が業務遂行上、必要な資格及び免許取得の
ために必要な島外渡航費用に対する助成を行います。

●水産物流通拡大事業 700万円
水産課

　一番近い大消費地である韓国（釜山）等への輸出を検討・模索し、釜山国際水産貿易EXPOに市と民間が一体と
なって出展することで、販路の拡大、水産物の価格安定及び島内外消費の拡大等を目指し併せて韓国からの誘客を
図ります。

●VISIT TSUSHIMA（ビジット・ツシマ）事業 3,303万円
観光交流商工課

　本市が有する観光素材を有効にPRし国内からの誘客を図るとともに、本市を訪れる外国人観光客の満足度を高
めて、さらなる外国人観光客誘致を推進します。

・ANAが保有する大型機に対馬市の名前等をラッピングし、座席ポケットにパンフレットを搭載することによっ
　て、搭乗者に対馬の魅力を伝えます。
・観光情報誌等を媒体として対馬の情報を発信します。
・国内外からの観光客のインターネット利用環境の向上を図るため、Wi-Fi環境を整備します。
・外国人観光客に対する映像による情報の伝達（日本文化、マナーの周知等）

●創業等支援事業 1,000万円
新政策推進課

　以下の4つの補助金メニューで、創業や新たな取り組みを支援します。
　・6次産業化推進事業補助金　　　　・農商工連携支援事業補助金
　・新規ビジネス応援事業補助金　　　・対馬どぶろく特区活用支援事業補助金
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平成27年度の工事等予定
工　　事　　名 担　　当 予　算　額 工　事　箇　所

旧厳原北小学校教員住宅解体事業 財産管理運用課 145万円 厳原町小浦

防犯灯設置事業

特別養護老人ホームいづはら電話設備改修事業

総務課

福祉課

117万円

332万円

市内各地

特別養護老人ホームいづはら

つつじの苑進入口拡幅事業

生ごみ堆肥化施設建設事業

対馬クリーンセンター電気室エアコン設置

鳥獣被害防止施設整備

森林病虫獣被害対策事業（松くい虫防除）

市有林整備事業

大型生産団地導入支援事業（人工ほだ場造成等）補助金

新規就農者施設整備支援事業補助金

林道畦口線開設事業

林道矢立麓線舗装事業

林道飼所舟志線法面改良事業

漁場造成事業

魚礁設置事業

自動給油機整備事業補助金

冷蔵・鮮度保持施設整備事業補助金

漁具保管冷凍庫整備事業補助金

製氷・貯氷施設整備事業補助金

荷捌き施設整備事業補助金

漁港照明灯付替事業

漁港照明灯付替事業補助金

環境政策課

環境政策課

環境政策課

農林・しいたけ課

農林・しいたけ課

農林・しいたけ課

農林・しいたけ課

農林・しいたけ課

基盤整備課

基盤整備課

基盤整備課

水産課

水産課

水産課

水産課

水産課

水産課

水産課

基盤整備課

基盤整備課

130万円

2,504万円

196万円

940万円

1,031万円

1,680万円

1,121万円

125万円

2,960万円

610万円

3,083万円

9,017万円

1億4,500万円

285万円

304万円

1,388万円

2億788万円

9,104万円

100万円

100万円

美津島町根緒

美津島町根緒

対馬クリーンセンター

厳原町豆酘、上対馬町西泊

上対馬町小鹿

豊玉町仁位

厳原町久根田舎

上対馬町舟志、上県町飼所

美津島町高浜漁協

厳原町漁協3ヶ所、美津島町高浜漁協1ヶ所

上県町漁協

上対馬町漁協

厳原町漁協

美津島町西海漁協

美津島町西海漁協

市内の漁港

市内の漁港

漁港整備事業 基盤整備課 16億650万円 五根緒・千尋藻・塩浜・高浜・阿連
他5漁港

ストックマネージメント事業（漁港施設）

県漁港事業負担金

あそうベイパークキャンプ場ガーデンライト設置

基盤整備課

基盤整備課

財産管理運用課

1億円

2,127万円

170万円

小綱・上槻漁港

小鹿・水崎・阿須湾漁港

美津島町大山

市道久田日掛線改良事業

市道赤島線改良事業

市道内山2号線改良事業

市道小綱銘線改良事業

市道津柳女連線改良事業

市道尾浦浅藻線改良事業

市道雞知千馬ヶ原線改良事業

建設課

建設課

建設課

建設課

建設課

建設課

建設課

2億500万円

1億4,010万円

1億8,140万円

1,010万円

1億140万円

1億80万円

4,520万円

厳原町下原

美津島町鴨居瀬

厳原町内山

豊玉町銘

峰町津柳

厳原町安神

美津島町雞知

災害対応型再生可能エネルギー設備設置事業 未来創造・
交通政策課 3,594万円 上対馬町比田勝

（仮称）比田勝認定こども園建設事業 こども未来課
教育委員会 7,219万円 上対馬町比田勝

棹崎公園防護柵改修事業 上対馬振興部
地域振興課 100万円 上県町佐護

三宇田キャンプ場植栽事業 上対馬振興部
地域振興課 63万円 上対馬町西泊

観光案内板等整備事業 観光交流商工課 4,120万円 市内各地

峰町残土処分場閉鎖事業 中対馬振興部
地域振興課 1,999万円 対馬市峰町佐賀
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工　　事　　名 担　　当 予　算　額 工　事　箇　所

市道佐保田線改良事業

市道仁田志多留線改良事業

市道鰐浦落土線改良事業

市道堂坂線改良事業

市道恵古湊線改良事業

市道上対馬病院線改良事業

市道竹敷昼ヶ浦線改良事業

市道西津屋線改良事業

国県道整備事業負担金

建設課

建設課

建設課

建設課

建設課

建設課

建設課

建設課

建設課

5,010万円

2,105万円

1億2,005万円

3億28万円

1,005万円

1,005万円

4,030万円

2億円

2,455万円

豊玉町志多浦

上県町犬ケ浦

上対馬町鰐浦

上対馬町琴～舟志

上県町佐護

上対馬町比田勝

美津島町黒瀬

上県町西津屋

島内全域

橋梁長寿命化事業 管理課 3,680万円 厳原町小浦、美津島町雞知、
上県町西津屋・佐護・飼所

公営住宅等ストック総合改善事業 管理課 1億7,807万円 厳原町久田、美津島町雞知・久須保、
豊玉町仁位、峰町佐賀、上県町佐須奈

耐震性貯水槽建設事業

消火栓設置事業

消火栓設置負担金

消防庁舎改修事業

消防訓練場倉庫建設事業

今里小学校移転改修事業

豊玉小学校校舎耐震補強事業

久田小学校校舎耐震補強事業

美津島北部小学校屋内運動場耐震補強事業

豊玉中学校水道管、浄化槽改修事業

中学校薪ストーブ設置事業

西部中学校校舎・屋内運動場耐震補強事業

消防本部

消防本部

消防本部

消防本部

消防本部

教育委員会

教育委員会

教育委員会

教育委員会

教育委員会

教育委員会

教育委員会

2,400万円

34万円

600万円

1,592万円

517万円

552万円

5,511万円

803万円

595万円

2,420万円

500万円

7,234万円

美津島町雞知

厳原町阿連

上対馬町琴・芦見

厳原町桟原

峰町三根

美津島町今里

豊玉町仁位

厳原町久田

美津島町芦浦

豊玉町仁位

峰町三根

文化財施設防犯対策事業 教育委員会 200万円 峰町歴史民俗資料館、豊玉郷土館、
上対馬歴史民俗資料室

文化財保存整備事業 教育委員会 3,590万円 金田城跡、対馬藩主宗家墓所、
清水山城跡、金石城跡、対馬藩お船江跡

博物館建設事業

厳原体育館非常用外部階段撤去事業

厳原総合公園テニスコート改修事業

美津島総合公園遊具改修事業

豊玉総合運動公園テニスコート改修事業

美津島学校給食共同調理場合併浄化槽改修事業

佐須奈小中学校給食室搬入口改修事業

上対馬学校給食共同調理場建設事業

観光交流商工課

教育委員会

教育委員会

教育委員会

教育委員会

教育委員会

教育委員会

教育委員会

165万円

340万円

280万円

380万円

232万円

239万円

158万円

1,440万円

厳原町今屋敷

厳原町今屋敷

厳原町久田

美津島町雞知

豊玉町仁位

美津島町雞知

上県町佐須奈

上対馬町大浦

県急傾斜地崩壊対策事業負担金

県海岸自然災害事業負担金

県港湾事業負担金

比田勝港国際ターミナル建設事業

まちづくり交付金事業

建設課

建設課

建設課

建設課

建設課

3,000万円

1,155万円

5,755万円

3億350万円

6,350万円

峰町三根・佐賀、豊玉町水崎

豊玉町貝鮒

島内全域

上対馬町比田勝

厳原町今屋敷
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対馬市が年収307万円の対馬家だったら・・・
　対馬市の平成27年度一般会計当初予算は、306億7,300万円ですが、このままでは金額が大きすぎてなか
なか実感がわかないと思います。そこで予算を1万分の1にして、年収306万8千円の家庭に置きかえた場合
の年間家計簿を作ってみました。

　対馬家（市）の支出の状況を見てみますと、食費（人件費）、医療費（扶助費）、借金の返済（公債費）などに多く

のお金がかかっています。これらの経費は、生活（行財政運営）のためには必ず支払わなければならないもの（義務

的経費）です。今年度の対馬市一般会計予算では、この義務的経費の割合が支出全体の45.7％を占めています。その

他にも、家や電化製品などの老朽化による修理や買い替え（投資的経費）も必要ですし、子どもへの仕送り（繰出

金）、地区会費・趣味活動の会費（補助費等・貸付金）などの支出もあります。また、将来のための貯金（積立金）も

必要です。

　一方、収入の状況を見てみますと、給料（市税・使用料など）、貯金の取り崩し（基金からの繰入金）など、家庭内

で得られる収入（自主財源）は、生活（行財政運営）に必要な経費全体の16.4％だけしかありません。そのため、親

からの援助（地方交付税や国県支出金など）や借金（市債）などの依存財源に頼ることになります。地方交付税の減

額等により、今後ますます厳しい財政状況になることが予想されますが、節電・節水・食費の抑制（物件費・人件費

の抑制）に努めたり、家の増改築等を必要最低限のものにする（公共施設の見直し）など、工夫してやりくりしてい

きます。

対馬市一般会計予算

項　　目

合　　計

金　　額

自
主
財
源

依
存
財
源

市税・使用料など

基金からの繰入金

地方交付税

国県支出金など

市債

給料

貯金の取り崩し

親からなどの援助

親からなどの援助

借金（ローン）

35.7万円

14.6万円

144.2万円

81.0万円

31.3万円

306.8万円

35億6,937万円

14億5,663万円

144億2,245万円

80億9,835万円

31億2,620万円

306億7,300万円

歳入

項　　目 金　　額

義
務
的
経
費

そ
の
他
の
経
費

人件費

扶助費

公債費

物件費

繰出金

補助費等・貸付金など

積立金

51億1,218万円

32億9,472万円

56億133万円

54億2,738万円

50億7,463万円

17億340万円

43億1,362万円

1億4,574万円

306億7,300万円

歳出（性質別）

投資的経費（普通建設事業費）

合　　　計

対馬家の家計簿

項　　目

収入

支出

3.0万円

1.2万円

12.0万円

6.8万円

2.6万円

25.6万円

年　間 1ヶ月
金　　　額 割合

（％）

11.7

4.7

47.0

26.4

10.2

100.0

食費

医療費

借金（ローン）の返済

光熱水費・電話代

子どもへの仕送り

地区会費・趣味活動の会費

貯金

家の増改築・修繕費
電化製品の買い替え

51.1万円

33.0万円

56.0万円

54.3万円

50.8万円

17.0万円

43.1万円

1.5万円

306.8万円

項　　目

4.3万円

2.8万円

4.7万円

4.5万円

4.2万円

1.4万円

3.6万円

0.1万円

25.6万円

年　間 1ヶ月
金　　　額 割合

（％）

16.7

10.7

18.3

17.7

16.5

5.6

14.0

0.5

100.0

合　　　計

合　　　計


