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令和２年度予算の全体像 

 

令和２年度加西市の予算総額は、462億 5,851万円 です。   

 

  

加西市の行政運営の基本的な経費を計上した予算です。税金や国、県からの交

付金などが主な収入で、加西市の事業全般に使います。 

 令和２年度は、元年度と比べて 2億 7,000万円増加しています。 

 

  本年度予算額  対前年度比 

・一般会計 213億 2,000万円   ＋ 1.3％ 

 

 

 

 特定の収入を特定の目的に対してのみ使用する予算です。加西市には、以下の５

つの特別会計があります。 

 本年度予算額  対前年度比 

・国民健康保険特別会計 48億 8,400万円  △   2.2％ 

・介護保険特別会計 49億 2,800万円  ＋   2.3％ 

・後期高齢者医療特別会計 6億 7,100万円  △   0.6％ 

・公園墓地整備事業特別会計 1,410万円  ＋ 101.4％ 

   ・産業団地整備事業特別会計 17億 8,183万円  ＋  60.1％ 

   

 

 

 特定の事業について、その事業に関わる利用料金などの収入をもってその事業に

充て、民間企業と同様、独自に採算を行っている予算です。加西市には、以下の３つ

の企業会計があります。農業共済事業会計は、兵庫県農業共済組合が設立されるこ

とに伴い廃止されました。 

   本年度予算額  対前年度比 

・水道事業会計 18億 4,838万円  ＋ 13.8％ 

・下水道事業会計 45億 3,958万円  ＋  3.8％ 

・病院事業会計 62億 7,162万円  △  4.4％ 

 

 

■ 一般会計予算 213億 2,000万円 

■ 特別会計予算 122億 7,893万円 

■ 企業会計予算 126億 5,958万円 
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市税

69億4,310万

32.6%

地方交付税

35億8,900万

16.8%

国庫支出金

24億8,317万

11.6%

県支出金

16億5,025万

7.7%

繰入金

15億5,636万

7.3%

地方譲与税等

14億8,320万

7.0%

市債

14億5,190万

6.8%

その他

21億6,302万

10.2%

歳入総額

213億

2,000万円

 

歳入の状況（一般会計予算） 
 

１年間の収入のことを『歳入』と言います。歳入には、市民のみなさまに納めていただく

税金をはじめ、国や県からの収入、銀行等からの借り入れのほか、施設等の使用料や

手数料などがあります。令和２年度の歳入の内訳は次のとおりです。 

 

【歳入の内訳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【歳入の区分】 

市 税 市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、たばこ税 

地方交付税 
地方の財源を調整するために国から交付されるもので、使い道は

限定されません 

国庫支出金 

県支出金 

特定の事業費用に充てるため、国、県が市に支出する補助金や委

託金など 

市 債 市の借金 

地方譲与税等 
国が徴収し、地方に譲与する税で、自動車重量譲与税や地方揮

発油譲与税、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金など 

繰入金        財政調整基金、ふるさと応援基金等からの繰入 

その他 施設等の使用料や手数料など 
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民生費

69億8,149万

32.7％

総務費

28億9,389万

13.6％教育費

21億507万

9.9％

衛生費

19億7,626万

9.3％

公債費

18億3,872万

8.6％

土木費

16億6,273万

7.8％

農林水産業費

12億4,837万

5.8％

消防費

8億4,516万

4.0％

商工費

4億1,525万

1.9％

その他

13億5,306万

6.4％

歳出総額

213億

2,000万円

 

歳出の状況（一般会計予算） 

 

１年間の支出のことを『歳出』と言います。歳出には、福祉、教育、消防など市民の暮らし

に関わる経費をはじめ、都市基盤の整備や環境施策に関わる分野に使われる経費などが

あります。令和２年度の歳出の内訳は次のとおりです。 

 

【歳出の内訳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【歳出の区分】 

民生費 福祉や子育て支援などにかかる費用 

総務費 市の全体的な管理などにかかる費用 

衛生費 ごみ処理や環境対策、健康づくりなどにかかる費用 

公債費 市の借金を返済する費用 

教育費 学校や生涯学習などにかかる費用 

土木費 道路や公園の整備などにかかる費用 

農林水産業費 農業や林業などにかかる費用 

消防費 消防救急にかかる費用 

商工費 商工業や観光の振興などにかかる費用 

その他 議会費、労働費など 
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（担当 こども未来課） 

市内在住の 3～5歳児の副食費を無償化し、子育てに関する負担軽減を図ります。 

〈主な経費〉                         〈財  源〉   

副食費負担分  1,998万円              市の負担額 1,998万円 

 

（担当 こども未来課） 

九会学童保育園専用棟を建設し、受け入れ児童数の拡大を図ります。また、西在田学童保育園のト

イレ改修工事を行います。 

〈主な経費〉 

 九会学童保育園専用棟整備事業 6,340万円 

 西在田学童保育園トイレ改修事業 660万円              

〈財  源〉 

 国支出金 3,780万円／県支出金 1,110万円／ 

市の負担額 2,110万円（うち市の借金 1,680万円） 

 

（担当 地域福祉課） 

 児童手当や児童扶養手当を支給し、子育て世代の経済的な負担を軽減します。 

〈主な経費〉                       〈財  源〉  

 児童扶養手当給付費 1億 1,246万円     国支出金 4億 6,802万円／県支出金 9,463万円 

 児童手当給付費 6億 1,980万円         市の負担額 1億 6,961万円 

 

（担当 教育総務課） 

文部科学省の GIGAスクール構想において、小学校 1人 1台のパソコンを整備することが掲げられて

います。2年度は小学校 11校の 4年生、5年生、6年生のパソコンを導入します。 

〈主な経費〉                       〈財  源〉  

パソコンリース料 1,848万円            市の負担額 1,848万円 

 

■ 副食費の無償化 1,998万円 

■ 学童保育園整備事業 7,000万円 

■ 児童手当・児童扶養手当支給事業  7億 3,226万円 

■ 小学校学習用パソコン整備事業  1,848万円 
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（担当 教育総務課） 

市内の学校施設の管理運営を行います。２年度は、富田小学校体育館改修工事や善防中学校屋外

トイレ改修工事、学校施設の照明を LED化する照明機器更新工事等を実施します。 

〈主な経費〉                                 〈財  源〉 

富田小学校体育館改修工事  4,780万円             市の負担額 3億 3,880万円 

給食保管室整備工事 760万円                    （うち市の借金 7,130万円） 

善防中学校屋外トイレ改修工事 1,090万円 

学校施設照明器具更新工事 2,000万円 

修繕費 2,870万円 

備品購入費 1,544万円 

 

（担当 学校教育課） 

 小中学校及び特別支援学校の児童生徒に言語や文化について体験的に理解を深めさせ、ALT や地

域人材を活用し、英語力及び学習意欲の向上を図ることで、国際社会に貢献できる人材の育成を目指

します。 

〈主な経費〉                   

外国語教育推進プラン 3,230万円 

英語技能検定補助 100万円 

     

〈財  源〉 

県支出金 15万円／市の負担額 3,315万円 

 

（担当 生涯学習課） 

公民館及びオークタウンを管理運営し、小中学生から高齢者まであらゆる世代が参加しやすい講座

などのイベントを開催します。 

〈主な経費〉                  

公民館の各種教室の開設費 351万円 

オークタウン駐車場舗装修繕 100万円             

 

〈財  源〉 

 利用者負担額 353万円／市の負担額 7,874万円 

 

■ 小学校・中学校・特別支援学校の管理運営  3億 3,880万円 

■ 国際理解教育推進事業  3,330万円 

■ 公民館・オークタウンの管理運営  8,227万円 
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（担当 図書館） 

 加西市立図書館の管理運営を行います。一般図書や児童書、CD、DVD など資料の充実を図ります。

また、空調設備改修工事を実施します。 

〈主な経費〉                   

図書資料等購入 1,500万円     

幼児・学校図書用一括購入 200万円 

空調設備改修工事 1億 5,050万円 

 

〈財  源〉 

 市の負担額 2億 7,304万円（うち市の借金 1億 3,540万円） 

 

 

（担当 総合教育センター） 

 加西市の教育における中核施設として、児童生徒の教育支援や健全育成、教職員の研修等を行って

います。また、地域と連携を図りながら自主的課題に取り組む「地域未来塾」や、土曜日に教科の発展

的な学習や体験活動を行う「土曜チャレンジ学習」等も実施します。 

〈主な経費〉                        

学校サポートチーム設置事業 191万円 

地域と学校の連携・協働体制構築事業 466万円 

駐車場舗装修繕工事 900万円 

〈財  源〉 

県支出金 331万円／諸収入 3万円／ 

市の負担額 7,210万円（うち市の借金 670万円） 

 

 

（担当 人口増政策課） 

 商業施設内の空き店舗に親子が一緒になって遊び、交流できるほか、子どもを一時預け、シェアオフィ

スとしても利用できる子育て広場を設置するための実施設計を行う。 

〈主な経費〉                   〈財  源〉 

  設計委託料 400万円            市の負担額 400万円（うち市の借金 120万円） 

■ 図書館の管理運営  2億 7,304万円 

■ 総合教育センター事業 7,544万円 

■ かさいこども広場整備事業 400万円 
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（担当 産業振興課） 

若者世帯の住宅購入に対する補助や新婚世帯向けの家賃補助に係る事業を行います。2 年度は、

市内で増加している外国人労働者に係る調査事業を新たに実施します。 

〈主な経費〉                        

 外国人労働者対策調査事業 440万円 

 若者世帯定住促進住宅補助事業 3,700万円 

 新婚世帯向け家賃補助金 1,760万円 

 勤労者住宅資金融資預託金 7,020万円 

 

〈財  源〉 

 預託金回収金 7,020万円／市の負担額 6,589万円 

 

（担当 農政課） 

シカやイノシシなどの有害鳥獣による農産物等への被害の軽減を図るための鳥獣被害防止対策事

業や、集落営農組織の設立や法人化の支援事業を実施し、農政の推進および活性化を図ります。 

〈主な経費〉 

鳥獣被害防止対策事業 3,850万円 

農業次世代人材投資資金 1,050万円 

 法人化促進総合対策事業 750万円 

〈財  源〉 

県支出金 6,040万円／負担金等 352万円 

市の負担額 4,972万円 

 

（担当 農政課） 

地域による農地・農業用水などの保全管理と、農村環境の保全

向上や、老朽化が進む水路や農道などの施設の長寿命化に対し

支援を行います。 

〈主な経費〉 

 多面的機能支払交付金 2億 9,478万円 

〈財  源〉 

 県支出金 2億 2,508万円／市の負担額 7,800万円 

■ 労働福祉対策事業 1億 3,609万円 

■ 農政推進事業 1億 1,364万円 

■ 多面的機能支払交付金事業 3億 308万円 
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（担当 農政課） 

地震・集中豪雨等による災害を防止し農村地域の防災力の向上を図るため、ため池整備事業にかか

る実施計画を策定します。また、岸井・片田井堰及び旅順池ポンプ施設の整備補修を実施します。 

〈主な経費〉                               〈財  源〉 

長寿命化・防災減災事業  2,100万円              県支出金 4,980万円      

 基盤整備促進事業  5,000万円                   地元分担金 754万円 

土地改良施設維持管理適正化事業 397万円          市の負担額 1,819万円 

                                      （うち市の借金 950万円） 

 

 

（担当 農政課） 

新規就農者への支援や集落営農組織においての女性や若者の参画を推進する事業を実施します。

また、アスパラガスを新たな特産品にすることを目的に、JA と連携してパイプハウス整備に対し補助を

行い、栽培を促進します。 

〈主な経費〉                                 

新規就農支援事業 1,000万円                  

担い手育成施設整備支援事業 1,400万円 

ＪＡアスパラガス施設整備補助 200万円 

女性・若者担い手育成奨励金 30万円 

 

〈財  源〉 

市の負担額 3,940万円 

 

 

（担当 農政課） 

山林を整備し、加西の美しい里山の再生を図ります。また、土石流等発生の恐れがある森林におい

て、間伐材を利用した土留め工の設置を行う団体に対し補助を実施します。 

〈主な経費〉                                〈財  源〉 

里山再生事業 100万円                       県支出金 583万円      

 緊急防災林整備事業 514万円                  諸収入 31万円   

「森林管理 100％作戦」推進事業 134万円           市の負担額  742万円 

 

■ ため池・農業施設等整備事業  7,553万円 

■ 地域農政推進事業  3,940万円 

■ 林業振興管理事業  1,356万円 
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（担当 用地課） 

 地籍の明確化を図るため、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量

する地籍調査を実施します。   

〈主な経費〉                  〈財  源〉 

 地籍調査委託料 4,011万円      県支出金 3,836万円 

市の負担金 1,278万円 

 

 

（担当 きてみて住んで課） 

 住民や団体、地元事業者とともに地域資源を再発見し、新たな地場産品や体験型のふるさと納税返

礼品づくりを推進します。 

〈主な経費〉                  〈財  源〉 

    調査研究委託料 220万円        国支出金 110万円 

市の負担金 110万円 

 

  

（担当 上下水道管理課・開発推進課） 

企業会計は、事業による収入をもって運営されていますが、経費の負担区分に従って、一般会計から

繰出しています。 

〈主な経費〉 

 下水道事業会計（農業集落排水）への繰出金  3億 1,209万円 

 産業団地整備事業特別会計への繰出金 4,135万円 

〈財  源〉 

 市の負担額 3億 5,344万円 

  

■ 地籍調査事業  5,114万円 

■ ふるさと再発見プログラム調査研究事業  220万円 

■ 企業会計・特別会計への繰出  

（下水道事業・産業団地整備事業） 

3億 5,344万円 
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（担当 長寿介護課） 

 高齢者福祉の推進を図るため生きがい支援、生活支援や住環境支援などを実施します。                      

〈主な経費〉 

 高齢者入所支援事業 3,446万円 

 老人クラブ活動助成事業 1,509万円 

 シルバー人材センター運営事業 1,046万円 

 介護人材確保事業 393万円 

 住宅助成事業 800万円 

〈財  源〉 

 県支出金 1,511万円／利用者負担金 438万円／市の負担額 6,374万円 

 

 

（担当 国保医療課） 

乳幼児・こども、高齢者、重度障害者や母子家庭・父子家庭の方々が安心して生活できるよう、医療

費の自己負担額の一部を助成します。2 年度（7 月～）より、中学校 3 年生までの医療費の無償化につ

いての所得制限が廃止になります。 

〈主な経費〉 

乳幼児等医療助成費 1億 1,540万円 

こども医療費助成費 6,761万円 

重度心身障害者医療助成費 7,187万円 

高齢重度心身障害者特別医療助成費 5,342万円 

高齢期移行助成費 718万円 

母子家庭等医療助成費 934万円 

〈財  源〉 

 国支出金 136万円／県支出金 1億 273万円／ 

広域連合支出金 1,200万円／市の負担額 2億 1,185万円 

 

 

 

 

 

 

 

■ 高齢者福祉事業（介護保険サービス除く） 8,323万円 

■ 福祉医療費助成事業  3億 2,794万円 
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（担当 健康課）  

妊娠期から乳幼児期までの母子を対象に健診・訪問・相談サービスなどを実施し、特定不妊治療に

要する費用の一部を助成します。2年度は、アウトリーチ型の産後ケア事業の実施や 3歳児健診での視

覚スクリーニング検査機器を使用した視覚検査を継続して実施します。 

〈主な経費〉                           〈財  源〉 

 妊婦健康診査助成事業 2,306万円           国支出金 248万円 

不妊治療助成事業 285万円                県支出金 14万円 

新生児聴覚検査助成事業 140万円             市の負担額 3,654万円 

産婦健康診査助成事業 280万円 

視覚スクリーニング検査機器導入費 49万円 

 

 

（担当 健康課） 

感染症を予防するため、定期予防接種の個別接種や任意で実施する高齢者肺炎球菌予防接種の助

成を実施します。2 年度より、年少から小学 6 年生までを対象に季節性インフルエンザ予防接種への助

成を実施します。 

〈主な経費〉 

定期接種委託料 1億 981万円 

 任意接種委託料 500万円 

  （うち 季節性インフルエンザ予防接種 419万円） 

中学 3年生へのピロリ菌検査・除菌治療事業 140万円 

〈財  源〉 

 国支出金 242万円／県支出金 187万円／市の負担額 1億 1,968万円 

 

 

（担当 地域福祉課） 

生活に困窮する方に対して必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するととも

に、自立を助長します。 

〈主な経費〉                              〈財  源〉 

生活保護費支給費 3億 7,386万円               国支出金 3億 525万円 

生活困窮者自立支援事業 3,607万円             県支出金 319万円 

                                     市の負担額 1億 678万円 

■ 母子保健事業  3,916万円 

■ 予防事業  1億 2,397万円 

■ 生活保護対策事業  4億 1,522万円 
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（担当 地域福祉課） 

障がい者福祉の向上と社会参加の促進を図るため、自立支援給付や地域生活支援などの福祉サー

ビスを適切に利用できるよう支援します。 

〈主な経費〉 

 介護訓練等給付費（訪問系、日中活動系サービスなど） 9億 1,000万円 

 善防園管理運営委託料 1億 619万円  自立支援医療等給付費（透析など） 3,413万円 

   相談支援事業委託料 2,730万円  福祉タクシー賃借料 475万円 

障害児通所給付費 9,773万円 

〈財  源〉 

国支出金 5億 6,902万円／県支出金 2億 8,204万円／ 

社会福祉施設給付費収入など 1億 697万円／ 

市の負担額 4億 1,369万円（うち市の借金 360万円） 

 

 

（担当 健康課）  

町ぐるみ健診の実施や生活習慣病、歯周病などの予防事業等を実施します。平成 28 年度から実施

している運動ポイント事業は、元年度よりスマートフォンを活用したシステムに移行し、実施しています。 

〈主な経費〉                       

がん検診委託料 2,158万円 

医療機関診査業務委託料 1,700万円 

運動ポイント事業費 1,000万円 

〈財  源〉 

国支出金 38万円／県支出金 318万円／ 

諸収入 1,426万円／市の負担額 4,827万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 障がい者福祉事業  13億 7,172万円 

■ 健康推進対策事業  6,609万円 
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（担当 文化・観光・スポーツ課）  

市内のスポーツ団体の活性化とスポーツの推進を図るとともに、市民の健康と体力づくりに寄与しま

す。２年度は、第 10回目を迎えるトライアスロン大会の拡充や市民向けのスポーツ教室、ヴィクトリーナ

姫路と連携した事業等を実施していきます。 

〈主な経費〉                       

・トライアスロン大会委託料 400万円 

・スポーツ教室委託料 70万円 

・ヴィクトリーナ姫路連携事業 60万円 

・東京 2020オリンピック・パラリンピック 

パブリックビューイング 40万円 

・ワールドマスターズゲームズ 2021関西 

負担金 100万円 

〈財  源〉 

 市の負担額 1,360万円 

 

（担当 病院・国保医療課・長寿介護課） 

企業会計・特別会計は市民の皆様が納付される保険料や国・県支出金などの収入のほか、法律に

基づく一般会計からの繰出により運営されています。 

〈主な経費〉 

病院事業会計への繰出金 9億円 

国民健康保険特別会計への繰出金 3億 9,500万円  

介護保険特別会計への繰出金 7億 9,300万円 

後期高齢者医療特別会計への繰出金 1億 8,198万円 

〈財  源〉 

国支出金 7,553万円／県支出金 2億 8,103万円／市の負担額 19億 1,342万円 

  

■ 体育活動推進事業  1,360万円 

■ 企業会計・特別会計への繰出  

（病院・国保・介護・後期高齢特会）  

 

22億 6,998万円 
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（担当 環境課） 

 加西市では小野加東加西環境施設事務組合に加入し、家庭から出る燃えるごみを小野クリーンセン

ターへ持ち込んで焼却処理しています。また、粗大ごみ拠点回収を実施しています。 

 し尿は市内全域で民間委託により収集し、施設運転管理業務の包括委託を行っています。 

〈主な経費〉 

 小野加東加西環境施設事務組合負担金 1億 3,409万円 

 廃棄物処理委託料 1億 1,728万円 

 し尿処理施設包括運転管理業務委託料 8,982万円 

 し尿収集委託料 6,100万円 

〈財  源〉 

 利用者負担額等 9,766万円／市の負担額 3億 3,053万円（うち市の借金 30万円） 

 

（担当 上下水道管理課） 

  企業会計は、事業による収入をもって運営されていますが、経費の負担区分に従って、一般会計

から繰出しています。 

〈主な経費〉 

 水道事業会計への繰出金 1,730万円 

 下水道事業会計（公共下水・コミュニティプラント）への繰出金 4億 8,404万円 

〈財  源〉 

 市の負担額 5億 134万円 

 

（担当 土木課・都市計画課） 

幹線道路の整備、道路・橋梁の修繕、通学路安全対策を行います。元年度に引き続き、西谷坂元線・

仮称鶉野飛行場線の整備工事などを実施します。 

〈主な経費〉 

幹線道路網の整備（市道西谷坂元線・仮称市道鶉野飛行場線） 1億 7,030万円 

道路修繕事業 1億 2,000万円 

橋梁点検・修繕 3,500万円 

市街路事業 2,930万円 

〈財  源〉 

国支出金 1億 2,205万円／市の負担額 3億 7,840万円（うち市の借金 1億 5,530万円） 

■ 塵芥処理事業・最終処分場事業  

し尿収集・処理事業  

 

4億 2,819万円 

■ 企業会計への繰出（水道・下水道事業）  5億 134万円 

■ 道路等整備事業 5億 45万円 
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（担当 都市計画課） 

 耐震化に係る事業に対し助成することで、住宅・建築物の耐震化推進を図ります。  

〈主な経費〉                            〈財  源〉 

簡易耐震診断委託料 63万円                国支出金 587万円 

耐震改修助成事業 1,110万円               県支出金 372万円 

       市の負担額 214万円 

 

（担当 危機管理課） 

鶉野飛行場跡備蓄倉庫に保管する備蓄品の購入やハザードマップの更新等を実施し、災害対策を

進めていきます。 

 〈主な経費〉 

   備蓄品購入事業 600万円 

   ハザードマップ作成事業 1,200万円 

   防災行政無線システム基本設計事業 500万円 

 〈財  源〉 

国支出金 600万円／市の負担額 2,715万円 

 

（担当 危機管理課） 

平成 23 年度から北はりま消防組合（加西市・西脇市・加東市・多可町）において、消防事務などの共

同処理を行っています。また、地域で活動する消防団の運営補助とその基盤整備として小型動力ポン

プ積載車などを購入します。 

〈主な経費〉 

 北はりま消防組合負担金 6億 8,100万円 

 消防団運営費 1億 3,448万円 

 小型動力ポンプ積載車等購入費 2,930万円 

  

〈財  源〉 

県支出金 8万円／諸収入 7,791万円 

市の負担額 7億 6,717万円(うち市の借金 1,750万円) 

 

 

 

■ 耐震化促進事業 1,173万円 

■ 災害対策事業 3,315万円 

■ 消防事業（常備消防・非常備消防・防災基盤整備） 8億 4,516万円 
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（担当  鶉野未来課） 

鶉野飛行場跡地周辺に点在する戦争遺跡群をフィールドミュージアムと見立て、フィールド周遊のた

めの交流拠点として、歴史展示、観光案内、物販販売等の機能を併せ持つ、地域活性化拠点施設の建

設工事及び展示コンテンツ整備を実施する。 

〈主な経費〉 

 地域活性化拠点施設建設事業 2億 5,000万円 

 展示コンテンツ整備事業 5,000万円 

〈財  源〉 

国支出金 1億 4,500万円／ 

市の負担額 1億 5,500万円(うち市の借金 1億 1,550万円) 

 

（担当 人口増政策課） 

 奨学金を受けて大学等に進学し卒業した後にＵターンして加西市に住まれる方や、就職等で加西市に

移り住まれる方が、返還されている奨学金の一部を補助します。また、市内から通学する大学生等の定

期券購入費の一部を助成することで、若者の地元定着を促進します。 

〈主な経費〉                             

UJI ターン促進補助事業 1,300万円 

通学定期券購入補助事業 1,200万円 

〈財  源〉 

 市の負担額 2,500万円 

 

（担当 管財課） 

 市内の公共施設の和式トイレの老朽化に伴い、利便性の向上のため、洋式トイレへの改修工事を実

施します。 

〈主な経費〉                       〈財  源〉 

トイレ改修工事 1,000万円             市の負担額 1,000万円(うち市の借金 900万円) 

 

■ 地域活性化拠点施設建設工事 3億円 

■ UJI ターン促進補助事業・通学定期券購入補助事業 2,500万円 

■ 公共施設トイレ改修事業 1,000万円 
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（担当 秘書課） 

 市内在住の約 1,300人の外国人に向けて市政情報を届けることを目的に、市広報紙を電子書籍化し、

ベトナム語や中国語など 10言語で配信を行う。 

 〈主な経費〉                           

広報多言語化事業 55万円                  

  〈財  源〉 

   市の負担額 55万円 

 

 

（担当 人口増政策課） 

 元年度から引き続き、10年後の加西市の将来像を設定し、その実現に向けたまちづくりの基本的なガ

イドラインとなる計画を策定します。 

〈主な経費〉                          〈財  源〉 

総合計画等策定事業 490万円             市の負担額 490万円 

 

（担当 人口増政策課） 

 地域協議会が運営主体となる地域主体型交通の導入にかかる車の購入費・架装費やバス停表示板

の設置、運営費の補助を行う。 

〈主な経費〉                          〈財  源〉 

車両費 500万円                      市の負担額 1,151万円 

運営費補助金 240万円 

 

（担当 ふるさと創造課） 

 小学校区を単位とした地域住民主体によるまちづくり組織である「ふるさと創造会議」の活動に対して

交付金を支給し、地域課題解決に向けたまちづくり活動や組織強化等の取組みを推進します。 

〈主な経費〉 

ふるさと創造会議交付金 1,795万円 

 

〈財  源〉 

市の負担額 1,795万円 

 

 

■ 広報多言語化事業 55万円 

■ 第６次加西市総合計画等策定事業 490万円 

■ 地域主体型交通導入支援事業 1,151万円 

■ ふるさと創造事業 1,795万円 
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 （担当 情報政策課） 

シティプロモーションを推進し、より探しやすくアクセシビリティに配慮したホームページにするために、

15 年ぶりの全面リニューアルを行います。また、この度のリニューアルに併せて、より緊急災害時にお

ける情報発信の迅速化を図ります。 

〈主な経費〉                          〈財  源〉 

ホームページ更新事業 1,500万円           市の負担額 1,500万円 

 

（担当 ふるさと創造課） 

結婚を希望する男女をサポートセンターがマッチングを行い、結婚を支援したり、婚活セミナーや婚活

イベントを実施し出逢いの場を提供します。また、若者の地域づくり活動への参画や新たに起業する事

業を支援します。 

〈主な経費〉                                 

出逢いサポートセンター運営事業 552万円 

若者応援事業助成金 80万円 

 

〈財  源〉 

市の負担額 632万円 

 

 

（担当 文化・観光・スポーツ課） 

 5月 4日に「第 5回加西能」を開催し、日本を代表する能楽師による能・狂言の上演や地元の子ども

達で結成した「加西市こども狂言塾」による新作狂言「根日女」を上演することにより、郷土愛や誇りを育

むとともに、播磨国風土記ゆかりの地であることを全国に PR します。 

 

〈主な経費〉 

 根日女伝承事業 450万円 

 加西能開催事業 600万円 

 風土記講座開催事業 40万円 

 

〈財  源〉 

 市の負担額 1,170万円 

 

 

 

 

■ ホームページリニューアル事業 1,500万円 

■ 若者応援事業 632万円 

■ 播磨国風土記関連事業 1,170万円 
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（担当 文化・観光・スポーツ課）  

魅力にあふれた加西市を発信し、市民がふるさと加西に誇りを持ち、市外からは何度も訪れたくなる

ようなまちづくりを推進していきます。市民主体のイベントを実施し、交流人口や関係人口を増やす取組

を実施していきます。 

〈主な経費〉                       

観光まちづくり協会委託 2,991万円 

加西サイサイまつり事業 800万円 

気球の飛ぶまち加西事業 730万円 

サイクルツーリズム推進事業 500万円 

 

〈財  源〉 

 国支出金 1,275万円 

 市の負担額 5,622万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 観光事業  6,897万円 
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■令和２年度 わかりやすい加西市の予算 

 

■発行 令和 2年 3月 

 

■編集 加西市総務部財政課 


