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●基金残高
R5年度末見込 R4年度末見込

財政調整基金 22億3,243万5千円 26億3,979万5千円
減 債 基 金 6億2,165万7千円 10億7,569万4千円

その他特定目的基金 9億2,862万2千円 12億4,404万1千円
計 37億8,271万4千円 49億5,953万円

●地方債残高
R5年度末見込 R4年度末見込

一 般 会 計 229億3,045万4千円 238億6,045万1千円

国民宿舎特別会計 15億4,150万8千円 16億864万5千円

計 244億7,196万2千円 254億6,909万6千円

各種指標

一般会計（歳入・歳出）予算の内訳　  ※千円未満を端数処理しているため、構成比・合計金額が合わない場合があります。
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令和 5 年度  施政方針

 健康福祉
◆ 健康づくりと保健・医療の充実
　医師会などと連携し、新型コロナウイルス感染症
対策を進めます。「健康くだまつ21」（健康増進計
画・食育推進計画）に基づき、健康寿命の延伸に向
けた取り組みを充実させ、健康づくりに重点をおい
た食育を推進します。
　保険税率の引き下げや医療費の適
正化、収納率の向上など、健全で安
定的な国民健康保険事業の運営に努
めます。

◎新型コロナウイルスワクチン接種事業
 3,051万円

◆ 多様な福祉の充実
　生活困窮者の自立を支援するため、自立相談支援
事業、家計改善支援事業、就労準備支援事業および
住居確保給付金支給に取り組みます。

◎生活困窮者自立支援事業 1,747万円

◆ 子育て環境の充実
　妊婦や子育て家庭への伴走型相
談支援を充実させるとともに、出産
育児関連用品の購入費用や子育て
支援サービスの利用負担軽減を図
ります。
　「子ども・子育て支援事業計画」の改訂に着手し
ます。
　公立保育園における業務のICT化を推進し、保護
者の利便性向上と保育士の事務作業の効率化によ
り、保育の充実と更なる質の向上を図ります。
　障害の有無に関わらず、子どもたちが共に育ち、
学ぶインクルーシブ保育を推進するための環境整
備を支援します。

◎出産・子育て応援交付金事業 7,300万円

◎子育て世帯訪問支援臨時特例事業 135万円

 生活環境
◆ 生活の安全性確保
　災害時における「逃げ遅れゼロ」を目指し、災害
情報の伝達手段の普及と確実な伝達に取り組み
ます。
　防災講座、自主防災組織の支援、防災作文コン
クールなどに取り組むとともに、小中学生を対象と
した防災教育を強化し、家庭や地域からの防災意識
の醸成に努めます。
　下松市犯罪被害者等支援条例を制定し、犯罪被害
者などが受けた被害の早期回復と軽減に向けた支
援を総合的に推進するとともに、見舞金の支給など
必要な支援を行います。

◎水槽付消防ポンプ自動車更新 6,300万円

◎犯罪被害者等見舞金 60万円

◎犯罪被害者等生活支援助成金 60万円
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◆ 衛生的な環境づくり、地域の環境保全
　新斎場の建設に伴い、周辺地域の生活環境の向上
に取り組みます。

◎新斎場周辺環境整備事業 3,600万円

 都市建設
◆ 計画的な土地利用
　都市機能や居住機能を集約する「コンパクト・プ
ラス・ネットワーク」型のまちづくりを目指し、「立
地適正化計画」を策定します。
　「豊井地区まちづくり整備計画」に基づき、都市
計画道路豊井恋ヶ浜線沿道整備街路事業の用地補
償や生活道路などの調査、設計、工事などを実施し
ます。

◎立地適正化計画策定業務 682万円

◎豊井地区まちづくり整備事業 11億6,279万円

◆ 都市基盤の整備・管理
　下松・光間道路の整備に向け、県や商工会議所な
どと協議を進めます。
　市道中央線歩道改良工事、平田昭和通り排水路改
良工事などを実施するとともに、施設管理や災害時
の状況把握のため、ドローンを導入します。
　年度末における汚水事業（下水道）の人口普及率
は90.8％となる見込みです。

◎災害発生土処理場整備事業 5,380万円

◆ 居住環境の整備
　旗岡住宅C号棟の建設に向け、基本・実施設計や
建設用地となる9号棟、10号棟の解体工事を実施
します。
　花や緑に親しむ意識や明るい気持ちの醸成を図

るため、新入学生のクラスへフラワーバスケットを
配付します。
　誰もが安全・安心・快適に利用できるよう恋ヶ浜
緑地公園へのインクルーシブ遊具設置やユニバー
サルデザインに配慮したトイレなどの整備に着手
します。

◎旗岡住宅建設事業 1億9,971万円

◎恋ヶ浜緑地公園整備事業 3億3,600万円

 産業経済
◆ 農林水産業の振興
　大原ため池の改修工事や藤光東上、北迫下ため池
の廃止工事を実施し、防災減災対策に努めます。
　有害鳥獣被害防止対策として、防除柵の設置や鳥
獣被害対策実施隊の活動を支援します。

◎ため池整備事業 7,200万円

◆ 商工業の振興、
  創業支援と就労環境整備
　新規企業誘致や既存事業所の事業拡張を積極的
に後押しするとともに、人材確保を目的とした「就
職促進事業」を実施するなど、中小企業の経営安定
化を支援します。
　本市産業の歴史をまとめた動画の作成や小中学
生を対象とした工場見学会など「ものづくりのまち
下松」のPRに取り組みます。

◎工場等設置奨励金 1億6,082万円

◎雇用奨励金 2,560万円

◎くだまつ就職促進事業 100万円

◎下松タウンセンター活性化補助金 540万円

◎ものづくりアーカイブズ作成業務 500万円

04 2023.4



令和 5 年度  施政方針

 教育文化
◆ 学校教育の充実
　中学校給食センターの施設改修に着手するとと
もに、大型調理機器などを計画的に更新します。
　下松中央・久保・末武公民館に「希望の星ラウンジ」
のサテライトルームを設置するとともに、教育指導
員を派遣し、不登校児童生徒の支援を充実します。

◎花岡小学校特別教室棟建設工事 3億8,900万円

◎中学校給食センター施設改修 4,470万円

◎ICT教育推進事業 9,168万円

◎希望の星ラウンジサテライトルーム設置事業
 233万円

◆ 社会教育の充実、
  文化振興と文化財保護
　天王森古墳を中心とした埋蔵文化財の調査、研究
を進めるため、組織体制を充実させるとともに、新
たに外部の専門家をアドバイザーに迎えます。関係
機関と連携して出土埴輪の復元や展示を進め、「ふ
るさと下松」の魅力を広く情報発信します。

◎埋蔵文化財活用事業 532万円

 市民協働
◆ 協働体制の確立
　防災情報、緊急情報のほか、さまざまな市政情報
を配信する「くだまつメール」の登録者を増やすと
ともに、「くだまる」を活用したシティプロモーショ
ン事業を産官民の協働により展開します。
　地域担当職員制度を活用し、地域と協働による課
題解決に取り組みます。

◆ にぎわい創出と魅力発信
　米川公民館の建替えに伴い、新たに地域づくりの
ための拠点として多機能複合施設の整備事業に着
手します。

◎米川地域づくり拠点施設建設事業 1,070万円

◆ 人権の尊重
　男女が互いにその人権を尊重し、それぞれの個
性と能力を発揮できる社会の実現に向け、「男女共
同参画プラン」および「女性活躍推進計画」を改訂
します。

 行政管理
◆ 効率的な行財政運営
　マイナンバーカードを利用した行政手続のオン
ライン化の拡充など市民の利便性向上や業務効率
化に努め、デジタル社会に対応した市役所への変革
を進めます。
　笠戸島ハイツの解体工事などを進めるとともに、
民間活力を導入した跡地の整備、運営に取り組み
ます。

◎行政手続オンライン化推進事業 231万円

05下松市広報 潮騒



水道事業
●業務予定量

給水戸数 年間配水量 1日平均配水量
27,631戸 14,465,000㎥ 39,522㎥

〈 主な事業 〉 老朽配水管（延長1,495m）の更新、配水管（延長860m）を整備します。
 老朽設備の更新のほか、花岡配水区の統合整備、急速ろ過池を改修します。

●収益的収支 ●資本的収支
収　入 支　出 収支差額 収　入 支　出 収支差額

13億4,817万円 12億6,199万円 8,618万円 3億4,242万円 9億9,186万円 ▲6億4,944万円

工業用・簡易水道事業
●業務予定量

給水対象 年間配水量 1日平均配水量
工業用水道事業 2カ所 900,000㎥ 2,459㎥
簡 易 水 道 事 業 151戸 30,000㎥ 82㎥

●収支概要
収　入 支　出 収支差額

工業用水道事業
収益的収支 1億4,731万円 1億4,424万円 307万円
資本的収支 3,100万円 4,831万円 ▲1,731万円

簡易水道事業
収益的収支 2,124万円 2,072万円 52万円
資本的収支 448万円 1,455万円 ▲1,007万円

公共下水道事業
●業務予定量

処理区域内人口 年間処理水量 1日平均処理水量
51,914人 7,013,000㎥ 19,161㎥

〈 主な事業 〉 管渠施設整備事業として、汚水管（1,323m）と雨水管（140m）を新設します。
 大谷川ポンプ場基本設計業務のほか、老朽施設の更新、地震対策整備事業を行います。

●収益的収支 ●資本的収支
収　入 支　出 収支差額 収　入 支　出 収支差額

14億5,080万円 13億9,141万円 5,939万円 11億6,100万円 15億2,463万円 ▲3億6,363万円

※各事業の資本的収支差額（不足額）は、消費税および地方消費税資本的収支調整額などで補てんする予定です。

◆ 問い合わせ ◆
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●「こども家庭庁」の創設に伴い、新たに「こども未来部」を新設し、子育て世代の支援体制を強化します。
●地域政策部と経済部を統合し、「地域振興部」を設置します。
●地域政策課内に米川地域拠点施設準備室、生涯学習振興課内に文化財室を新設します。

旧 新 連 絡 先

企　画
財政部

企画政策課 企画政策係 企 画 政 策 課 企画統計係
税　務　課 庶務係
 収納対策室 税 　 務 　 課 収納対策係

総務部 情報統計課 情報統計係
 デジタル推進室 デジタル推進課 デジタル推進係

地　域
振興部

産業振興課 産業政策室 産 業 振 興 課 企業立地推進室
農林水産課 耕地林務係
 水産係

農 林 水 産 課 耕地係
 林業水産振興係

健　康
福祉部

長寿社会課 福祉政策係
福祉支援課 生活保護係

地 域 福 祉 課 福祉総務係
 生活保護係

長寿社会課 長寿支援係
 介護保険係
 地域包括支援係

高 齢 福 祉 課 長寿支援係
 介護保険係
 地域包括支援係

福祉支援課 障害福祉係 障 害 福 祉 課 障害福祉係

こども
未来部

子育て支援課 子育て支援係 こども未来課 こども政策係
 保育幼稚園係

子育て支援課 家庭児童相談室
健康増進課 子育て世代包括支援センター

こども家庭課 相談支援係
 子育て世代包括支援センター
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期 日 地 区 場　　 所 時　 間

4/24
（月）

下松 新川公園 9：30～10：00
豊井 半上公園 10：20～10：50
下松 市民体育館第2駐車場 13：30～14：00
久保 久保公民館駐車場 14：30～15：00

4/25
（火）

笠戸
本浦消防団機庫付近 9：30～ 9：50
深浦公民館駐車場 10：20～10：40
笠戸島公民館駐車場 11：00～11：20

米川
米川公民館駐車場 13：30～13：50
温見集会所駐車場 14：10～14：20
大藤谷・ふる里大師看板前 14：40～14：50

4/26
（水） 久保

山田公園 9：20～ 9：40
東陽瀧ノ口公園 10：00～11：00
切山公園 11：20～11：30
下松スポーツ公園第4駐車場 13：20～14：10
桃山第2公園 14：30～14：50

4/27
（木） 花岡

生野屋コミュニティー広場 9：30～10：20
花岡公民館駐車場 10：40～11：40

4/28
（金） 末武

中村総合福祉センター駐車場 9：30～10：10
西市公園 10：40～11：00
末武公民館駐車場 13：20～14：00

4/29
（祝） 全域 市役所正面玄関前 9：00～11：00

4/30
（日） 全域 市役所正面玄関前 9：00～11：00

令和5年度　犬の登録申請書
〈犬の名前〉

〈犬の種類〉 　　　　　〈犬の性別〉 オス ・ メス  

〈犬の毛色〉  茶 ・ 白 ・ 黒 ・ 白茶 ・ 白黒 ・ （　　　　）

〈犬の生年月日〉 　　　　　年　　　　　月　　　　　日
〈マイクロチップ識別番号〉 No.

主
い
飼 ふりがな 住

所
☎

市記入欄
登録番号 No.　　　　　　  　 注射番号 No.　　　　　　
予防注射実施日　令和5年 4 月　  日

  ● 料 金

  ● 注射時の注意事項

◎注射のみ 3,050円
◎注射と登録 6,050円
※おつりのいらないよう準備してください。
※飼い犬の新規登録は、下の申請書に必要事項を記入し、切り取って
当日持参してください。

■会場ではリードをつなぎ、首輪が抜けて犬が逃げ
ないよう対策をしてください。

■飼い犬の体調が悪い場合は、事前にかかりつけの獣
医師に相談してください。

問い合わせ 環境推進課  ☎ 

  ● 狂犬病予防注射の日程（雨天決行）

　生後 91日以上の飼い犬の登録と狂犬病予防注射（年 1回）は、法律で義務付けられています。登録済みの飼い
犬については、案内ハガキをお送りしますので、当日必ず持参してください。各会場で飼い犬の登録（生涯 1回）
も受け付けます。飼い犬の死亡や飼い主の情報に変更があった場合は、必ず届け出てください。

※注射はどの会場でも受けることができます。
※広石・新幹線下緑ヶ丘入口付近および市営花岡墓地駐車場は、
周辺道路の混雑防止のため廃止しました。



Ａ：退去時の原状回復の一般的なルールとして、借主は賃貸物件の原状回復義務を負いますが、「通常損
そん

耗
もう

」
「経年変化」「借主に責任のない損傷」は原状回復義務に含まれません。
しかし、賃貸契約は長期間にわたることが多く、入居時の状況がわかるような記録がないと損傷などの
客観的判断が難しい場合があります。費用負担についても契約内容や賃貸住宅の状況によって異なる
ため、トラブルになりやすいという特徴があります。

トラブルを
防ぐために

●契約前に契約書類の記載内容をよく確認しましょう。
●入居時には、賃貸物件の現在の状況をよく確認し、写真などの記録に残しましょう。
●入居中にトラブルが起きたら、すぐに貸主側に相談しましょう。
●退去時には、精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう。

Q：アパート退去時に借主側から示された修繕費用が高額で納得できないの
ですが…。
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