
 主要な事業

総務部

番号 事 業 名 事 業 内 容
予算額

（千円）
担当課

予算書

ページ

1 人財育成事業費
研修や人事評価制度を活用し職員の資質向上と

組織全体の活性化を図る。
9,028 総務課 P55

2 市⾧等給与管理事業

市⾧及び副市⾧2人分の給与費

 給料27,744千円

 期末手当9,040千円

 共済費7,977千円

44,761 総務課 P55

4 人事管理事業費
会計年度任用職員の報酬や手当、職員の健康診

断、採用試験等に係る費用を計上。
174,958 総務課 P57

新規

5

魅力あふれる市報制作

事業

令和2年度から月1回発行とする市報(全32ペー

ジ)のうち、表紙、特集、連載の計8ページの企

画、取材、デザイン、編集、校正等に民間のア

イデアや活力を導入し、より読まれる市報を目

指す。

5,522 秘書広報課 P61

新規

6

テレビ会議システム導

入活用事業

振興局と本庁舎をTV会議システムでつなぎ、ビ

デオ通話によって、振興局においても本庁舎と

同様の窓口サービスの提供を可能にし、市民の

利便性を高めるとともに振興局の窓口業務の負

担軽減を図る。令和2年度はモデル振興局と本庁

関係各課での実証を行う。

2,953 情報推進課 P87

P573
総務管理費職員給与管

理事業費

職員193人分の給与費、給料727,829千円、職員

手当889,501千円、共済費236,266千円

なお、一般会計全体の職員給与費については、

次のとおり。

一般職員813人分の給与費

 給料3,193,893千円

 職員手当1,879,403千円

 （退職手当・児童手当除く）

 共済費1,124,083千円

 退職手当（定年退職者20人分）469,433千円

再任用短時間勤務職員54人分の給与費

 給料142,398千円

 職員手当36,558千円

 共済費28,242千円

（前年度比129,248千円の減、職員数は一般職8

人の減、再任用職員17人の増）

1,853,596 総務課

特

特

※ は特別枠（さいき創生推進予算）に関する事業特



番号 事 業 名 事 業 内 容
予算額

（千円）
担当課

予算書

ページ

新規

7
RPA導入活用事業

業務の効率化及び省力化を行うため、RPA（※

1）とAI-OCR（※2）ツールを導入し、実証を行

う。令和2年度は基幹系業務で実施し、全庁への

導入に向けた検討を行う。

（※1）「ロボティック・プロセス・オートメーショ

ン」の略語で、パソコン上で行う定型的な作業をソフト

ウェア型ロボットが代行・自動化する概念。

（※2）従来のOCR技術と「機械学習」・「深層学習」

とを組み合わせ、学習した内容に基づいてルールを見出

して読み取る技術。

13,560 情報推進課 P87

新規

8

タブレット端末導入事

業

議会及び庁内会議等のペーパーレス化を図るた

め、執行部幹部用（3役、部⾧、課⾧）タブレッ

ト85台の調達と本庁舎等のWi-Fi環境整備を行

う。

6,105 情報推進課 P87

総合政策部

番号 事 業 名 事 業 内 容
予算額

（千円）
担当課

予算書

ページ

1
鶴見振興局庁舎外壁改

修事業

鶴見振興局の外壁タイルが全体的に浮いており

一部が崩落しているため、それを防ぐための工

事を実施する。

24,660 管財課 P63

2
米水津振興局庁舎空調

機更新事業

米水津振興局執務室の老朽化（故障）した空調

機の改修工事を実施する。
10,990 管財課 P65

3
本匠振興局庁舎建設事

業

令和2年度は、既存の電柱移転、宅地造成、地質

調査(庁舎建設に伴う)、建物自体の基本・実施設

計を実施する。

66,330 管財課 P65

4
公共施設等総合管理計

画推進事業

公共施設等総合管理計画を推進するため、公共

施設再編プランの検討の仕方の研究を行う。令

和2年度は、住民意識醸成研修（２地域程度）を

実施する。

5,521 管財課 P65

5 普通財産解体事業

普通財産のうち、老朽等で今後活用が見込めな

い施設を解体する事業。令和2年度は、旧第４庁

舎解体撤去工事を実施する。

24,000 管財課 P65

6
地区集会所等譲渡促進

事業

地区集会所類の地区譲渡を促進させるため、対

象地区に補助金を交付する。
7,871 管財課 P65

新規

7
佐伯市民大学支援事業

民間が主体となり実施する市民大学事業の支援

を行い、さいき創生を担う人材の育成を図る。
1,000 政策企画課 P71

特

特

特



地域振興部

番号 事 業 名 事 業 内 容
予算額

（千円）
担当課

予算書

ページ

1
コミュニティ交通整備

事業

公共交通機関の空白地域のうち、導入基準を満

たす地域にコミュニティバス等を運行する。佐

伯・弥生・本匠・宇目・直川・鶴見・米水津・

蒲江地域にて30路線を運行。

120,563 地域振興課 P65

2
佐伯駅バリアフリー化

事業

JR佐伯駅のエレベータ設置・多目的トイレ等の

駅舎整備等のバリアフリー化を図るため、駅舎

改修に係る費用について、九州旅客鉄道（株）

に補助金を交付する（JR1/3、国1/3、県1/6、

市1/6）。令和2年度は工事を行う。

35,605 地域振興課 P67

3 大手町駐車場整備事業
中心市街地に駐車場を整備する事業。令和2年度

は、西田病院跡地の駐車場整備工事を実施。
78,600

まちづくり推

進課
P69

4
さいき城山桜ホール企

画運営事業

さいき城山桜ホールや大手前広場を中心に、に

ぎわいの創出と市民活動の活性化を図るため、

各種自主事業を企画運営する。また、市民参

画・協働により、市民・地域を巻き込んだ広が

りのある事業（共催事業等）を展開する。令和2

年度は、プレイベント、竣工式典、開館記念式

典、開館記念事業、市民アイデアによる共催事

業などを行う。

68,770
大手前開発推

進室
P69

新規

5

市街地民間活力応援事

業

中心市街地内において、地域活性化に資する施

設等を、クラウドファンディングを活用して整

備する個人又は団体等に対して、施設整備等に

係る費用を補助する。

23,711
まちづくり推

進課
P69

6
地域おこし協力隊設置

事業

地域おこし協力隊の活動費に係る経費。令和２

年度は15名でスタート予定。
51,445 地域振興課 P73

7
移住サポート魅力発見

事業

移住体験ツアーやお試し滞在補助、移住相談窓

口の設置等を行う事業。
3,492 地域振興課 P73

8 移住者居住支援事業

本市への移住・定住を推進するための事業。

住宅確保や起業･就業に係る経費の補助、空き家

バンク登録の推進、情報発信などを行う。

31,382 地域振興課 P73

9 コミュニティ助成事業

地域のコミュニティ活動に必要な備品や集会施

設の整備、地域文化への支援などを通じてコ

ミュニティ活動の充実・強化を図るための経費

について、一般財団法人自治総合センターの助

成金を市が受け入れ、地域の各団体に補助金と

して交付する。

11,000 地域振興課 P73

特

特



番号 事 業 名 事 業 内 容
予算額

（千円）
担当課

予算書

ページ

新規

10

地域コミュニティ支援

事業

過疎化・高齢化対策として地域に支援員を配置

し、住民の目配りをしたり、住民の声を広く吸

い上げることにより、住民が安全に生活できる

よう適切な支援を行う。

令和2年度の地域支援員は、西上浦、青山、大入

島、上浦、本匠、宇目、直川、弥生、鶴見に11

名配置。地域課題の抽出などを明確にするため

集落点検（弥生、本匠、宇目、直川）を行う。

24,227 地域振興課 P75

11 小規模集落等支援事業

小規模集落、振興山村地域、離島振興対策実施

地域及び辺地等において、各種団体が実施する

集落の存続や活性化につながる取組に要する経

費について補助金を交付する。

16,000 地域振興課 P75

12
高校生遠距離通学費補

助事業

市内の高校に公共交通機関を利用し通学する生

徒の保護者に対し、通学距離が９㎞を超える場

合にその経費の一部を補助する。

6,182 地域振興課 P75

市の地域創生、人口減少及び高齢化の著しい地

域の活性化、地域住民の安全・安心、伝統芸

能・伝統文化の保存と継承、各種イベント等の

支援に資する為、佐伯市総合計画に基づいた事

業を行う。

①地域活力向上枠（15,600千円）

 地域住民が実施する安全・安心、地域の活性

化に資する取組み（ソフト事業）に補助金を交

付する。対象…地域住民等、補助率…８／10、

要件…ソフト事業に限る

②創生支援枠（23,220千円）

 地域創生支援協議会が行う、佐伯市総合計

画、佐伯市まち・ひと・しごと創生戦略の達成

に資する取組みに交付金を交付する。対象…地

域創生支援協議会、補助率…10／10

③伝統芸能・伝統文化枠（1,200千円）

 地域の伝統芸能・伝統文化の保存と継承に資

する取組みに補助金を交付する。対象…地域住

民等、補助率…８／10

④にぎわい創出枠（14,554千円）

 地域のにぎわい及び活性化につながる各種イ

ベントの実施に補助金を交付する。対象…地域

住民等、補助率…８／10

13
佐伯創生推進総合対策

事業
129,000 地域振興課

P75

～

P79

特



番号 事 業 名 事 業 内 容
予算額

（千円）
担当課

予算書

ページ

⑤振興局連携枠（2,200千円）

 各振興局管内を越えて地域が連携する取組み

に補助金を交付する。

⑥元気な里・浦創造枠（25,000千円）

 振興局管内及び旧市内周辺部地域の活性化を

図るため、地域資源の活用、地域課題の解消等

に取り組む事業に要する経費の一部に対し、補

助金を交付する。

⑦創生チャレンジ分（15,759千円）

 ①から⑥の事業を対象にした上乗せ事業獲得

枠

⑧地域基盤維持枠（31,030千円）

 市が地域を維持するためのきめ細やかな取組

みを行う。市が地区要望に対して直接実施する

事業で、１事業50万円未満とする。

⑨その他（437千円）

 事業審査会開催に係る費用。

14
祖母・傾・大崩ユネス

コエコパーク推進事業

ユネスコエコパークのエリアとして、国内外へ

の情報発信強化による地域活性化、世界基準の

認定によるブランド価値の向上、SNS等を活用

した情報発信を行う。

6,146
エコパーク推

進室
P79

15
実践型地域雇用創造事

業

地域の雇用拡大を図るため、事業者・求職者へ

の各種セミナー、実践メニュー（カスタマイズ

型観光ポータルサイト開発事業、廃校を利活用

した水耕栽培事業）の実施に取り組む「佐伯市

雇用・産業支援協議会」に対し、補助金を交付

する。

14,748 商工振興課 P167

16 商工会事業補助金

佐伯市番匠商工会及び佐伯市あまべ商工会への

事業補助金。地域経済団体として、地域経済発

展のため、産業基盤と経営環境の整備、地場企

業の振興等への取組に対して補助する。

28,633 商工振興課 P213

新規

17
外国人材共生支援事業

外国人と日本人が共生し、暮らしやすい地域社

会づくりを行うとともに、地域での暮らし方や

地域の歴史等を学ぶ研修会等を実施し、商工団

体や企業等と連携して、外国人材に対する日常

生活上、職業生活上または社会生活上の支援を

協議会を通じて行う事業。令和2年度は、生活支

援、日本語能力向上セミナー等の研修会を実施

する。

3,076 商工振興課 P217

特



番号 事 業 名 事 業 内 容
予算額

（千円）
担当課

予算書

ページ

18
佐伯市地域産業教育促

進事業

佐伯市地域産業教育促進協議会に地場企業と学

校等をつなぐコーディネーターを配置し、地場

企業等の事業内容や技術を、学校や地元の学

生、保護者に広く知ってもらう事業を実施す

る。

7,560 商工振興課 P217

19 企業立地助成金事業
佐伯市企業立地促進条例により企業の設備投資

等について助成を行う。
325,500 商工振興課 P217

20
オフィス系企業誘致施

設整備事業

オフィス系企業の誘致促進を図るため、誘致企

業が事業を営むために入居する施設として旧佐

伯豊南高等学校校舎の一部を整備する。令和2年

度は職員室棟（2階建て）の改修工事及び用地購

入を行う。

43,889 商工振興課 P219

観光ブランド推進部

番号 事 業 名 事 業 内 容
予算額

（千円）
担当課

予算書

ページ

1
ふるさとさいき応援寄

附金事業

ふるさと納税による寄附金を受け入れるととも

に広くＰＲする。また、寄附者に継続して寄附

をしていただけるように、お礼の品を贈る事

業。

266,276
ブランド推進

課
P81

2
ふるさとさいき応援基

金積立金
ふるさとさいき応援基金への積立金 250,248

ブランド推進

課
P85

3 観光事業費

さいきツーリズム戦略に基づき、食、自然、体

験、文化歴史、産業等幅広い素材をいかした観

光プロモーションを展開し、主に国内誘客の推

進を図る事業。

69,987 観光課 P221

4 インバウンド推進事業

旅行会社や旅行雑誌社、パワーブロガーをはじ

めとする海外メディアの招請、モニターツアー

の実施、訪日客向け観光商談会の参加等効果的

な観光プロモーションを実施し、海外からの来

訪者拡大を図る事業。

9,867 観光課 P221

5

九州オルレさいき・大

入島コース運営管理事

業

九州オルレ「さいき・大入島コース」の運営管

理及びＰＲの行事実施事業 。
2,400 観光課 P221

6 さいき春まつり事業

「さいき春まつり」の実施及び「大名行列・明

神太鼓」の実施に対する補助を行い、地域の活

性化に資することを目的とする事業。

9,000 観光課 P221



番号 事 業 名 事 業 内 容
予算額

（千円）
担当課

予算書

ページ

7 佐伯市大会等誘致事業
宿泊を伴う大会等を誘致することにより、本市

の観光振興を図る事業。
7,776

文化・スポー

ツツーリズム

推進課

P221

8 クルーズ船誘致事業

佐伯港に来訪するクルーズ客船の誘致及び受入

行事並びに接遇を実施する事業。令和2年度は4

月29日のにっぽん丸、9月25日の飛鳥Ⅱ（初寄

港）にかかる歓迎行事等の事業を実施。

4,012 観光課 P221

9 電源立地地域対策事業 うめキャンプ村のケビンの改修を行う事業。 5,400 観光課 P223

10
祖母傾国定公園施設整

備事業

ユネスコエコパークの認定により注目が集まる

祖母傾国定公園において、エリア内の施設（藤

河内キャンプ場、遊歩道及び公衆トイレ）の整

備を行う事業。令和2年度はバンガロー棟改修工

事を実施。

8,400 観光課 P223

新規

11

ワイファイスポット整

備事業（本匠）

小半森林公園キャンプ場にWi-Fi整備を行い、施

設の充実を図る事業。
2,244 観光課 P223

新規

12

ワイファイスポット整

備事業（直川）

直川憩いの森公園キャンプ場にWi-Fi整備を行

い、施設の充実を図る事業。
3,813 観光課 P223

新規

13
小半鍾乳洞整備事業

休止している小半鍾乳洞を再開するための整備

事業。令和2年度はトンネル工事に係る地質調査

業務及び実施設計業務を行う。

28,786 観光課 P223

14
高平キャンプ場整備事

業

蒲江エリアの誘客を図るため、ケビン棟の改修

を行う事業。
9,752 観光課 P225

新規

15

ベトナムさいきプロ

モーション事業

２０２０東京オリンピック・パラリンピックホ

ストタウン登録でのベトナムとのつながりを一

過性のものにせず、誘客促進に向け佐伯市が一

体となり、サッカーをはじめとしたスポーツ合

宿や観光、佐伯産品の売り込みなど、ベトナム

の旅行社などに対し現地でプロモーションを行

う。

1,787

文化・スポー

ツツーリズム

推進課

P225

新規

16

ホストタウン受入交流

事業

２０２０東京パラリンピック開催に際し、ホス

トタウンとして、大会に出場するため来日する

ベトナム選手団を招へいし、事前合宿（卓球・

バドミントン）を実施する。  また、大会終了後

に事後交流として、選手団を招へいし交流事業

を行うもの。

5,000

文化・スポー

ツツーリズム

推進課

P227

特

特



市民生活部

番号 事 業 名 事 業 内 容
予算額

（千円）
担当課

予算書

ページ

1 自治振興事業

佐伯市自治委員に対する報償等並びに368地区を

対象に交付する自治活動交付金、佐伯市区⾧会

連合会に対する運営費補助金及び佐伯市区⾧会

連合会支部（19支部）補助金を計上。

98,007 市民課 P59

2
固定資産税家屋全棟調

査事業

市内全域すべての家屋について、課税台帳に登

録されている内容と照合調査を行い、課税・滅

失漏れである家屋を正確に把握し評価調査し、

賦課課税業務に反映させる事業。

2,560 課税課 P97

新規

3

さいき花の楽園構想推

進事業

佐伯市第2次総合計画に策定されている『日本一

の花のあるまちづくり』を基本理念とし、花を

通じて市民総参加による美しい地域環境づくり

及び四季を通して、市内外から観賞することの

できる花の名所づくりを推進する事業。

20,058 環境対策課 P155

4 塵芥収集運搬事業
一般廃棄物（家庭ごみ等）の収集運搬を行う事

業。
224,688 清掃課 P161

5 塵芥中間処理事業
エコセンター番匠で一般廃棄物を溶融処理する

事業。
792,871 清掃課 P161

6
エコセンター番匠延命

化事業

老朽化したエコセンター番匠の設備等の更新を

行い施設の延命化を図る事業。令和2年度は焼却

設備、電気計装設備、一次破砕機等の更新を行

う。

214,998 清掃課 P163

7
廃棄物処理施設解体撤

去事業

廃止された廃棄物処理施設を解体撤去する事

業。令和2年度は旧エコセンター蒲江解体撤去工

事を行う。

247,050 清掃課 P163

8 し尿処理事業費

し尿処理施設（クリーンセンター）のし尿処理

用薬剤、運転管理、処理施設維持管理、点検整

備修繕、離島収集等、し尿処理全般に要する経

費。

82,852 環境対策課 P163

9
し尿処理施設⾧寿命化

改修事業

し尿処理施設（クリーンセンター）の点検整備

計画により改修を行い、施設の⾧寿命化を図る

事業。令和2年度は、破砕機、前処理機、脱水機

等の整備を行う。

27,156 環境対策課 P163

特



福祉保健部

番号 事 業 名 事 業 内 容
予算額

（千円）
担当課

予算書

ページ

1
社会福祉協議会補助事

業

佐伯市地域福祉計画に基づき、社会福祉協議会

が実施する地域福祉活動事業に係る人件費・事

業費・運営費に対し補助金を交付する。

70,121 社会福祉課 P107

2
特別障害者手当等支給

事業

身体や精神(知的)に著しく重度の障がいがあり、

日常生活において常時特別の介護を必要とする

在宅の障がい者等に対する特別障害者手当等を

支給する。また、現状の特別障害者手当等に該

当せず、かつ障害基礎年金も受給していない20

歳以上の障がい者に対して佐伯市心身障害者福

祉手当（市単独）を支給する。

47,041 障がい福祉課 P111

3
重度心身障害者医療費

給付事業

重度心身障害者に対し医療費の一部を支給する

事業。
172,213 障がい福祉課 P111

4
障害福祉サービス費等

給付事業

障がい者(児)がその有する能力及び適性に応じ、

自立した日常生活又は社会生活を営むことがで

きるよう、自宅や施設で介護の支援を受ける

「介護給付」や施設などで訓練や入所等の支援

を受ける「訓練等給付」等のサービスに係る給

付を行う事業。

1,795,255 障がい福祉課 P113

5 地域生活支援事業

障がい者(児)がその能力や適正に応じ、自立した

日常生活、社会生活を営むことができるよう

に、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な

事業形態による障がい福祉サービス事業を効率

的に実施する事業。理解促進研修・啓発事業、

相談支援事業、意思疎通支援事業、成年後見制

度利用支援事業、日常生活用具給付等事業、移

動支援事業、地域活動支援センター機能強化事

業、日常生活支援事業、社会参加支援事業、特

別支援事業、支援促進事業など。

84,195 障がい福祉課 P113

6 障害児通所支援事業

障がい児が身近な地域で障害特性に応じた専門

的な支援を受けられるよう、児童発達支援・放

課後等デイサービス・保育所等訪問支援等の通

所サービスを提供する事業。

180,506 障がい福祉課 P115

7 療養給付費負担事業
大分県後期高齢者医療広域連合に対する療養給

付費負担金。
1,240,666 保険年金課 P117



番号 事 業 名 事 業 内 容
予算額

（千円）
担当課

予算書

ページ

8
ねたきり老人等介護手

当支給事業

佐伯市に１年以上居住している在宅のねたきり

老人及び重度障がい者（要介護度４以上に相当

する者）を介護している介護者に対し、月

10,000円の手当を支給する事業。

15,000 高齢者福祉課 P119

9 老人保護措置事業費

概ね65歳以上の高齢者で、環境上の理由及び経

済的理由により、居宅での生活が困難な者に対

して「養護老人ホーム」への入所を措置する事

業。

152,493 高齢者福祉課 P119

10
さいきの茶の間運営事

業

高齢者が気軽に立ち寄れる地域の通いの場であ

る「さいきの茶の間」の開設や各茶の間の交流

会に要する経費に対し補助を行い、地域での生

活の助⾧や介護予防等を促進する事業。

3,901 高齢者福祉課 P121

新規

11

成年後見制度利用促進

事業

成年後見制度利用促進基本計画を踏まえ、必要

な者が制度を利用できる地域体制を構築するた

め、権利擁護に係る人材の育成を推進する事

業。

1,125 高齢者福祉課 P123

12
放課後児童クラブ運営

事業

昼間保護者が就労等で家庭にいない児童に対し

放課後等に適切な遊び及び生活の場を与え、そ

の健全な育成を図るため児童クラブを運営して

いる団体を支援する事業。

168,581 こども福祉課 P129

13
保育士確保・キャリア

アップ研修事業

保育所等での待機児童の解消を図るための事

業。保育士確保として、就職する新卒保育士に

対して50万円の就職準備金を貸付け3年間の就労

で全額免除するもの。また、保育士の資質向上

と負担軽減のため通常市外や県外で開催される

研修を市内で開催する。

3,624 こども福祉課 P131

14

さいき城山桜ホール子

育て・子育ち支援室運

営事業

さいき城山桜ホール内の子育て・子育ち支援室

において、地域子育て支援拠点事業や一時預か

り事業等を実施することで、乳幼児及び保護者

が相互に交流する場所や安心して子育てができ

る環境を整え、子育て支援の充実を図る事業。

26,644 こども福祉課 P131

15 私立保育所等運営事業

保護者の就労等の理由によって0歳から5歳まで

の園児を預かり、教育保育を実施する私立保育

園等に対して運営費を支給する事業。令和元年

10月から始まった幼児教育・保育の無償化と大

分にこにこ保育の拡充に対応するよう取り組

む。

1,611,749 こども福祉課 P133

特



番号 事 業 名 事 業 内 容
予算額

（千円）
担当課

予算書

ページ

16
子育てのための施設等

利用給付事業

3歳以上の園児が利用するこども園等の預かり保

育や認可外保育施設、病児病後児保育やファミ

リーサポート事業等の保護者負担分を無償化す

るもので、保護者の就労等が要件となってい

る。令和元年10月から始まった幼児教育・保育

の無償化の開始に伴い新たに創設された事業。

41,037 こども福祉課 P135

17 生活保護扶助事業

生活に困窮するものに対し、その困窮の程度に

応じて必要な保護を行い、その最低限度の生活

を保障するとともにその自立を助⾧することを

目的とする事業。

1,850,000 社会福祉課 P143

18 健康増進事業

保健事業（健康診査・健康相談・健康教育・訪

問指導）を実施し、壮年期から健康づくりを主

眼に生活習慣病予防、疾病の早期発見及び早期

治療・重症化予防を図ることで、住民がいきい

きと生活できるよう支援する事業。

89,552 健康増進課 P147

19 妊婦健康診査事業

妊娠届けを出した方に計14回分の妊婦健康診査

受診助成券を交付するとともに、妊婦健康診査

及び妊婦歯科健診を（一社）佐伯市医師会等に

委託する事業。

40,308 健康増進課 P149

20 乳幼児健康診査事業

新生児聴覚検査、乳児（生後3～5ヶ月)・1歳6ヶ

月児・３歳6ヶ月児を対象に、身体測定、尿検

査、内科・歯科健診、保健指導等を行う事業。

8,457 健康増進課 P149

新規

21
産後ケア事業

退院直後の母子に対して心身のケアや育児サ

ポート等きめ細かい支援を実施。産科や助産院

に委託し、通所及び宿泊で心身のケアや育児サ

ポートを実施して、育児技術の習得と子どもの

健やかな成⾧を支援する。

5,557 健康増進課 P151

新規

22

子育て世代包括支援セ

ンター事業

妊娠期から子育て期にわたり妊娠・出産・子育

て等の相談に応じ、情報提供・助言・保健指導

を行い、必要に応じ支援プランを作成。保健・

医療・福祉・教育等の地域の関係機関と連携を

とり、切れ目のない支援を提供。

5,910 健康増進課 P151

23
さいきっ子医療費助成

事業

市内在住の子どもの医療費を助成する事業。出

生から中学3年生までの通院、入院、調剤に係る

医療費が対象。

198,858 こども福祉課 P151



番号 事 業 名 事 業 内 容
予算額

（千円）
担当課

予算書

ページ

24 予防接種事業

小児及び高齢者を対象に国の定める定期の予防

接種、成人男性の風しん抗体検査及び予防接

種、１歳児を対象とした「おたふくかぜ」及び

成人の風しんの任意の予防接種、子どものイン

フルエンザ予防接種の助成、予防接種による健

康被害が起きた場合の調査委員会設置や被害者

への給付を行う。令和2年度からは新たにロタ

ウィルスワクチン予防接種への助成も行う。

182,333 健康増進課 P153

建設部

番号 事 業 名 事 業 内 容
予算額

（千円）
担当課

予算書

ページ

1 地籍調査事業

毎筆の土地について、その所有者、地番及び地

目の調査並びに境界の測量を行い、地籍図及び

地籍簿を作成し、地籍の明確化を図る事業。

125,764 用地・管理課 P189

2 道路新設改良単独事業

道路新設改良に係る市単独事業。令和2年度は、

新規１路線、継続12路線の合計13路線を整備予

定。

200,828 建設課 P233

3
道路新設改良交付金事

業

社会資本整備総合交付金を活用し、道路・橋梁

等の整備、道路構造物等補修計画の策定等を行

う事業。

570,111 建設課 P233

4 女島橋架替事業

市道馬場先新女島線女島橋（昭和46年竣工 橋

⾧46ｍ）について、平成30年度に実施した橋梁

耐震化調査の結果、桁下や支承部の空間に大き

な制約があることが判明（耐震化不可）したた

め、橋梁の架け替えを行う事業。

165,000 建設課 P235

5 内水被害対策事業
内水被害防止のため、護岸、水路等を整備する

事業。
32,032 建設課 P239

6 公園施設⾧寿命化事業

平成30年度に策定した佐伯市公園施設⾧寿命化

計画に基づき、老朽化した公園施設の更新等を

行う事業。

40,146 都市計画課 P245

7 濃霞山公園整備事業

濃霞山公園の整備方針に基づき、自然環境と歴

史資産を保全しつつ、市民に活用される公園を

目指すための機能・管理の充実を図る事業。

50,665 都市計画課 P245

8 城山歴史公園整備事業

佐伯城山の活用・保存等に関する基本方針及び

城山歴史公園整備計画に基づき、登山道の整備

や支障木の剪定等を行う事業。

6,041 都市計画課 P245



番号 事 業 名 事 業 内 容
予算額

（千円）
担当課

予算書

ページ

9
上城地区 防災・避難

広場整備事業

地域防災拠点に指定されている佐伯市総合運動

公園の防災機能を強化するため、災害時には高

速道路IC近接の有利性を生かし救援物資等の集

積・輸送拠点等に対応できる防災避難広場を整

備する事業。

40,330 都市計画課 P247

10
ストック総合改善事業

費

社会資本総合整備計画に基づく市営住宅等の維

持補修事業。
148,317 建築住宅課 P251

農林水産部

番号 事 業 名 事 業 内 容
予算額

（千円）
担当課

予算書

ページ

1
多面的機能保全向上対

策事業

地域ぐるみの草刈り等の共同活動、農道・水路

の維持・補修、水路の⾧寿命化のための活動

等、地域の適切な保全管理活動を行う組織に対

して補助金を交付する。

39,326 農林課 P173

2
集落営農構造改革対策

事業

さいき農林公社を中核として、①担い手の効率

的な営農、②担い手不在集落の対応、③就農支

援等、地域農業を総合的にサポートする「地域

農業経営サポート機構」 を支援をする。

4,800 農林課 P177

3
活力あふれる園芸産地

整備事業

認定農業者、認定新規就農者、農協、農業法人

等が事業を実施するのに要する経費に対して補

助金を交付する。令和２年度は、認定新規就農

者が実施するいちご、ピーマンのハウス新設と

認定農業者が実施するキクのハウス新設等に対

する補助を行う。

31,858 農林課 P177

4 有機農業推進事業

有機農業を推進するため、第二市民ふれあい農

園を活用した有機農業の実践と研修、一般市民

を対象とした有機農業に係る講演会の実施、有

機農業の栽培技術や知識を先進農業法人等で研

修するファーマーズスクールの新設等に取り組

む。

3,945 農林課 P177

新規

5

企業等農業参入推進事

業

県外の他産業から本市の農業に参入する経営体

が実施する遊休倉庫の利活用や汎用機械等の整

備に対して支援を行い、力強く安定的な経営体

の育成を図る。

15,000 農林課 P179

新規

6

農業用ドローン推進対

策事業

農業用ドローン等の先端技術を組み入れた営農

体系を推進するため、農事組合法人等に対して

ドローン導入経費に対する支援を行う。

2,500 農林課 P179
特



番号 事 業 名 事 業 内 容
予算額

（千円）
担当課

予算書

ページ

7

農地中間管理機構関連

農地整備事業（米水津

地区）

米水津地区の農地区画拡大、パイプライン整

備、鳥獣侵入防止柵設置を進めることで、生産

性向上を図るとともに、レモン等の高収益作物

の導入による所得向上を図るための県営事業に

対する負担金事業。

3,900
農林水産工務

課
P185

8
農業競争力強化農地整

備事業（細田地区）

佐伯市弥生(細田地区)の県営ほ場整備実施地区

で、担い手への農地集積の加速化などを推進

し、競争力のある「攻めの農業」を展開するた

め、生産効率を高める農地の大区画化・汎用化

等の基盤整備及びこれに関連する事業を行い、

農業競争力の強化を図るための県営事業に対す

る負担金事業

19,250
農林水産工務

課
P185

9
水利施設等保全高度化

事業（蒲江地区）

畑野浦地区の農地区画拡大、パイプライン整

備、鳥獣侵入防止柵設置を進めることで、生産

性向上を図るとともに、レモン等の高収益作物

の導入による所得向上を図るための県営事業に

対する負担金事業

14,398
農林水産工務

課
P185

10
農地耕作条件改善事業

（畑野浦地区）

畑野浦地区の耕作放棄地を整備することによ

り、担い手が円滑に営農できる環境を整えるこ

とにより、レモン等の高収益作物の導入による

所得向上を図るための事業。

35,003
農林水産工務

課
P187

11
森林環境譲与税活用推

進事業

新たな森林管理システム（森林経営管理法）を

踏まえ、市町村が行う森林整備等に必要な財源

に充てるため創設された森林環境譲与税を活用

する事業。

60,780 農林課 P191

12
こだわりの椎茸生産施

設等整備事業

直近3年間の平均が5万駒以上の椎茸種駒植菌を

行う生産者を対象に、椎茸生産に必要な施設整

備等に要する経費に対し補助金を交付する事

業。

4,700 農林課 P193

13 林業用苗木生産事業

林業循環型施業確立のため、佐伯地域における

スギ苗木の不足対策として、スギ苗木の生産に

対し補助金を交付する事業。

4,100 農林課 P193

14 有害鳥獣捕獲事業

野生鳥獣による農林産物被害を防ぐため、捕獲

班を編成し捕獲を行い、イノシシ・シカ・サ

ル・小動物の捕獲に対して報償金を支給する事

業。本事業において活動犬が負傷や疾病、又は

死亡した場合には見舞金を支給する。

76,065 農林課 P195

15 林道小福良線開設事業
佐伯市狩生の小福良地区と護江の指夫地区を連

絡する林道の開設事業。
15,600

農林水産工務

課
P197



番号 事 業 名 事 業 内 容
予算額

（千円）
担当課

予算書

ページ

16
林道船河内２号線開設

事業

森林管理及び森林施業の作業効率を上げるた

め、林道網の整備を図る事業。
36,000

農林水産工務

課
P197

17
林道岸ノ上庵ノ木線開

設事業

直川仁田原地区の国道10号と横川地区の県道上

爪横川線を連絡する林道の開設事業。
36,000

農林水産工務

課
P197

18
佐伯湾地区増殖場造成

事業

佐伯湾地区（浪太、夏井、蒲戸、大浜、丹賀）

の共同漁業権内に増殖場を造成し、アワビ種苗

放流及び有用海藻類の定着度等の効果調査を実

施する事業。

8,520 水産課 P203

新規

19

入津湾漁場環境改善事

業

入津湾湾口部に2本の航路を作れいし、作れい土

砂を入津湾内へ覆砂することにより、海水交換

の向上、航路の安全性及び湾内の底質改善を図

る事業。

15,001 水産課 P203

新規

20

養殖業ＩＣＴ活用実証

事業

スマートフォン等携帯端末で養殖イケス内の魚

の確認や遠隔操作ができるICT型自動給餌機の試

験を行うことにより、給餌量の適正化や労務時

間の短縮によるコスト削減効果を検証する。

3,960 水産課 P205

新規

21

陸上養殖生産体制強化

支援事業

ヒラメ等の陸上養殖施設において、酸素を高濃

度に海水中に溶解できる最新型の酸素発生機を

導入することで、歩留まりの向上と生産コスト

の削減を図る。

10,000 水産課 P205

22
猿戸漁港地域水産物供

給基盤整備事業

猿戸漁港に突堤・岸壁・物揚場・護岸・道路・

用地を新設し、漁業活動の安全性と効率化を図

る。令和2年度は物揚場L=55m、護岸L=33.2m

の工事を行う。

50,001
農林水産工務

課
P209

23
海岸堤防等老朽化対策

事業

老朽化した海岸保全施設を計画的に補修するこ

とで施設の⾧寿命化を図る。令和2年度は26漁港

海岸の⾧寿命化計画策定業務委託を行う。

90,001
農林水産工務

課
P209

24
入津地区漁港施設機能

強化事業

元猿漁港の防波堤を改良し、漁船航路の静穏向

上を図る。令和2年度は消波ブロック設置

L=12.5mの工事を行う。

80,001
農林水産工務

課
P209

25
⾧田地区水産生産基盤

整備事業

⾧田漁港に防波堤L=150mを新設し、港内の静穏

向上を図る。令和2年度は防波堤L=10mの工事を

行う。

100,001
農林水産工務

課
P211

特



上下水道部

番号 事 業 名 事 業 内 容
予算額

（千円）
担当課

予算書

ページ

1 浄化槽整備事業

下水道事業、集落排水事業、小規模集合排水処

理事業及び市町村設置型浄化槽整備事業の実施

区域を除く地域における生活排水処理対策とし

て、合併処理浄化槽を設置する者に費用の一部

を助成する事業。

69,650 営業課 P165

防災局

番号 事 業 名 事 業 内 容
予算額

（千円）
担当課

予算書

ページ

1
防災・行政ラジオシス

テム整備事業

災害時の防災スピーカーの聞こえにくい場合の

対策や屋内への確実な情報伝達のため、防災・

行政ラジオを各家庭等に整備する事業。

290,362
防災危機管理

課
P257

2 災害対策事業

各種災害等に対する事前防災・減災対策に要す

る経費及び備蓄食糧、備蓄資機材の整備など県

事業の補助対象に係る経費等を計上。

44,044
防災危機管理

課
P259

3 災害対策施設整備事業
各種災害に対する事前防災・減災対策として、

避難路整備及び人工高台を整備する事業。
30,138

防災危機管理

課
P259

4
土砂災害ハザードマッ

プ作成事業

土砂災害警戒区域の指定に伴い、指定箇所の土

砂災害ハザードマップを作成し、地区避難計画

等に活用する事業。

13,000
防災危機管理

課
P261

5 自主防災事業

地域の防災リーダーとなる防災士の育成・養成

をはじめ、自主防災組織が主体的に実施する防

災訓練や防災資機材の購入、食糧品及び飲料水

の備蓄食糧購入補助、防災備蓄倉庫の整備に対

する助成等、自主防災組織の活動の活性化を推

進する事業。

12,273
防災危機管理

課
P261

その他

番号 事 業 名 事 業 内 容
予算額

（千円）
担当課

予算書

ページ

1 議員給与費

市議会議員23名分の報酬、期末手当、共済負担

金。

 報酬102,636千円

 期末手当33,443千円

 議員共済負担金36,476千円

172,555 議会事務局 P53

2 議会活動費

議員の議会活動に係る経費。委員会活動、政務

活動、議⾧・副議⾧の公務活動、議会モニター

制度、各種会合・組織負担金など。

26,773 議会事務局 P53



番号 事 業 名 事 業 内 容
予算額

（千円）
担当課

予算書

ページ

新規

3

議会ペーパーレス化事

業

議会運営ペーパーレス化に対応するため、議

員・事務局用タブレット35台の導入に係る経

費。

5,809 議会事務局 P53

4 市⾧市議会議員選挙費

佐伯市⾧市議会議員選挙（平成29年4月9日執

行）で当選した市⾧及び市議会議員の任期が令

和3年4月16日に満了することに伴い執行する選

挙に係る準備経費。

9,993
選挙管理委員

会事務局
P101

教育委員会

番号 事 業 名 事 業 内 容
予算額

（千円）
担当課

予算書

ページ

1 教育総務費人事管理費

小・中学校及び市の教育機関に配置する会計年

度任用職員の人事管理事業。(学校主事31人、機

械作業員2人、外国語指導助手6人、特別支援教

育支援員37人、学校図書支援員10人、教育支援

センター指導員3人、ほか7人、計96人）

258,485 教育総務課 P263

2
さいき創生人材奨学支

援事業

大学等教育機関在学中に借り入れた佐伯市奨学

金、大分県奨学会奨学金、日本学生支援機構奨

学金の返済を卒業後、一定期間（10年）佐伯市

に在住・就職する者に対して支援する事業。

3,607 学校教育課 P265

3
子どもの歯の健康づく

り推進事業

市内すべての幼稚園、小・中学校内で、週1回

フッ化物洗口を実施することにより、歯と口腔

の健康づくりを推進する事業。

4,913 学校教育課 P267

4
教員業務サポートス

タッフ活用事業

教職員の働き方改革の一環として、教職員の負

担軽減や⾧時間労働の抑制を図るためにスクー

ルサポートスタッフを配置する事業。

7,382 学校教育課 P267

5 学力向上実践研究事業

児童生徒に基礎的・基本的な知識・技能を確実

に習得させ、これらを活用して課題を解決する

ために必要な思考力・判断力・表現力その他の

能力を育むとともに、主体的に学習に取り組む

態度を養うための実践研究を推進し、その成果

の普及を図ることにより、市内の児童生徒の学

力向上を図る事業。

13,062 学校教育課 P267

6
中学生・高校生英語検

定受験促進事業

年3回実施される英検について、市内の中学校・

高校に在籍する生徒と保護者を対象に、５級か

ら２級にかけて負担した検定料を、一人につき

１会計年度１回分を全額補助する事業。

5,424 学校教育課 P267

特



番号 事 業 名 事 業 内 容
予算額

（千円）
担当課

予算書

ページ

7
グローバル人材育成事

業

台湾へ市内中学生を引率し、外国語の学習と現

地の文化を学ぶことを通して、グローバルな視

点を育てるとともに、外国語上達と国際理解教

育の充実を図る。

5,310 学校教育課 P267

新規

8

さいきふるさと創生祭

実施事業

各小・中学校の地域に関する学習成果を広く市

民に公開する「ふるさと創生祭」を開催する。
2,774 学校教育課 P269

9
学校ICT環境整備促進実

証研究事業

ICT機器を活用し、市内小学校2校・中学校1校を

研究指定校（２年間）とし、遠隔授業をどのよ

うに各学校の課題解決のために活用するか、教

育課程のどの場面での活用が有効かについて研

究を行う事業。

3,359 学校教育課 P273

10
明治小学校施設整備事

業費

屋内運動場の既設水銀灯の安定器にPCB含有の

可能性があるため、撤去及びLED照明設備の設

置を行う事業。

9,670 教育総務課 P275

11
小学校給食搬入口整備

事業費

令和2年度のさいき学校給食センターの完成に伴

い、単独調理場設置校である佐伯小、佐伯東

小、渡町台小において給食を搬入できるよう

に、新たに給食搬入口を新築又は改築する事

業。

102,009 教育総務課 P275

12 幼稚園施設整備事業費

上堅田幼稚園の屋根が劣化しスレートが落下す

る等の被害が発生しているため、屋根を全体的

に改修する事業。

10,480 教育総務課 P281

13 社会教育単独事業

生涯学習の推進及び地域課題の学習に関する市

単独事業。社会教育振興大会、成人式、旧市内

公民館コミュニティー活性化事業、高齢者教

室、生涯学習講座、青少年事業、人権教育、女

性教育などを実施する。

12,571 社会教育課 P287

14 遺跡群発掘調査事業

佐伯城下町をはじめとする市内遺跡で行われる

各種開発行為に対応して、遺跡保護との調整を

図るための試掘確認調査や、発掘調査報告書の

作成を行う事業。佐伯城跡の保護と管理のた

め、国庫補助をうけて調査を進め、将来的に国

指定史跡を目指す。

6,097 社会教育課 P289

15
青山地区公民館建設事

業

青山地区公民館は昭和53年に建設された木造平

屋建てで老朽化が著しく、使用に支障をきたし

ているため、建替えを行う事業。

48,048 社会教育課 P291

特



番号 事 業 名 事 業 内 容
予算額

（千円）
担当課

予算書

ページ

16
さいき学校給食セン

ター建設事業

老朽化した給食施設を統合し、災害時に対応可

能な3, 000食規模の学校給食センターを新たに建

設する事業。令和2年度は、外構工事及び稼働に

必要な備品・消耗品の購入等。

83,617 体育保健課 P299

17
佐伯市総合運動公園野

球場大規模改修事業
スコアボード改修工事を実施。 113,979 体育保健課 P299

消防本部

番号 事 業 名 事 業 内 容
予算額

（千円）
担当課

予算書

ページ

1
通信指令システム⾧寿

命化事業

平成22年度に119番受信装置として導入した機器

は、10年が経過し指令業務の継続が困難となる

恐れがあるため、コンピューター系、サーバー

系、通信系の部分更新を行う事業。

321,461 消防総務課 P253

2 消防庁舎建設事業費
防災拠点となる消防庁舎の老朽化に伴う建設事

業。令和2年度は、東部分署庁舎の建設を実施。
63,581 消防総務課 P253

3 消防機庫建設事業

消防団員の活動拠点である消防機庫を建設する

事業。令和2年度は、佐伯方面隊鶴岡分団機庫の

設計業務、弥生方面隊上小倉消防機庫建設予定

地に存在する建物（弥生中連絡所跡）の解体撤

去を実施。

6,000 消防総務課 P257

4 消防団積載車更新事業

消防団活動の主となる消防団小型動力付積載車

の老朽化に伴う更新事業。令和2年度は５台を更

新する（佐伯２台、鶴見２台、宇目１台）。

34,023 消防総務課 P257


