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平成２６年度予算の全体像 
 

平成２６年度加西市の総予算は、450億 1,658万円 です。   

 

 

  一般会計予算  180 億円      

  

加西市の行政運営の基本的な経費を計上した予算です。税金と国、県からの交

付金や支出金が主な歳入で、加西市の事業全般に使います。 

 平成２６年度は、昨年度と比べて 18 億 4,000 万円減少しています。 

 

 本年度予算額 対前年度比 

・一般会計 180億円  △ 9.3％ 

 

 

  特別会計予算  104 億 7,000 万円 

 

 ある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、国

民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、公園墓地整

備事業特別会計に加えて、本年度から宅地造成事業特別会計を新設したため、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 53億 3,200万円  + 6.1％ 

・介護保険特別会計 43億 7,900万円  + 5.9％ 

・後期高齢者医療特別会計 5億 3,100万円  + 3.2％ 

・公園墓地整備事業特別会計 1,700万円  増減なし 

・宅地造成事業特別会計 2億 1,100万円  新設 

   

 

  企業会計予算  165 億 4,658 万円 

  

 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、水道

事業会計、下水道事業会計、病院事業会計など４つの企業会計があります。 

 

 本年度予算額 対前年度比 

・農業共済事業会計 9,751万円  + 2.5％ 

・水道事業会計 17億 3,245万円  +15.4％ 

・下水道事業会計 47億  456万円  +18.2％ 

・病院事業会計 100億 1,206万円  +29.9％ 
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歳入の状況（一般会計予算） 
 

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。平成２６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、たばこ税など 

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、特に使

い道は限定されないもの 

国庫支出金 

県支出金 

特定の目的をもった費用に充てるために、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 

国税として国が徴収し、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の基金取り崩しによる繰入 

その他 受益者の負担金、使用料・手数料、寄付金など 

歳入総額 

118800 億億円円  
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歳出の状況（一般会計予算） 

 

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。平成２６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 福祉や子育て支援にかかる費用 

衛生費 ごみ処理や環境対策、健康づくりにかかる費用 

公債費 市の借金を返済する費用 

総務費 市の全体的な管理にかかる費用 

教育費 学校や生涯学習などにかかる費用 

土木費 道路や公園などの管理や整備にかかる費用 

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 商工業の振興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 

歳出総額 

118800 億億円円  
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  乳幼児等医療・こども医療費助成事業  １億７，０５８万円 

（担当 市民課）   

   中学校３年生までの医療費（入院・通院とも）を無料にします。 

  〈財 源〉 

   ・県の補助金     ３，６７４万円 

   ・市の負担額   １億３，３８４万円 

 

  児童手当・児童扶養手当支給事業  ８億５，１６２万円 

（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。 

  〈財 源〉 

   ・国の負担額   ５億４，５２３万円 

   ・県の負担額   １億１，１２７万円 

   ・市の負担額   １億９，５１２万円 

 

  公立保育所の運営  ４億 ２３４万円 

（担当 こども未来課）   

   公立保育所の管理運営を行います。今年度は、北条東幼児園を幼保一体型施設として整備（事

業費１億８，７３０万円）します。 

  〈財 源〉 

   ・国の補助金     ４，８００万円【うち北条東幼児園   ４，８００万円】 

   ・県の補助金        ５３万円 

   ・利用者負担額  １億１，６０３万円 

   ・市の負担額   ２億３，７７８万円【うち北条東幼児園 １億３，９３０万円】 

   （うち市の借金  １億１，０８０万円） 

 

  私立保育所への補助等  ４億７，７３９万円 

（担当 こども未来課）   

   私立保育所の運営や一時預かり、休日保育などを支援します。今年度は、子どもが病気など

で保育所、学校に通えないときや、保護者が看護できないときに、子どもを預かる病児・病後

児保育事業（補助額７１５万円）を『さかいこどもクリニック』で新たに実施します。 

  〈財 源〉 

   ・国の補助金   １億２，１３０万円 

   ・県の補助金   １億  １４４万円【うち病児病後児保育 ４７７万円】 

   ・利用者の負担額 １億１，３０２万円 

   ・市の負担額   １億４，１６３万円【うち病児病後児保育 ２３８万円】
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  認定こども園への補助等  １億６，７７３万円 

（担当 こども未来課）  

    民間事業者が設置する認定こども園の運営費を一部助成しています。今年度は、民間認定

こども園を新たに一園整備し（事業費１億６，３７８万円）、就学前の子どもに対する保育と

教育や保護者に対する子育て支援策を充実させます。 

   〈財 源〉 

    ・県の補助金  １億１，２１６万円【うち新規認定こども園 １億 ９１９万円】 

    ・市の負担額    ５，５５７万円【うち新規認定こども園  ５，４５９万円】 

    （うち市の借金   ４，０９０万円） 

 

 

  臨時福祉給付事業・子育て世帯臨時特例給付事業  １億７，４８０万円 

（担当 福祉企画課・地域福祉課）  

    消費税率が８％へ引き上げられることに伴い、所得の低い方や子育て世帯の負担を緩和す

るため、臨時的に給付金を支給します。 

   〈財 源〉 

    ・国の負担額  １億７，４８０万円 

 

 

  自立支援給付事業  ６億６，３６１万円 

（担当 地域福祉課）  

    障害者総合支援法に基づき、障がい者が福祉サービスを適切に利用できるよう支援します。 

   〈財 源〉 

    ・国の負担額  ３億３，１４６万円 

    ・県の負担額  １億６，５７３万円 

    ・市の負担額  １億６，６４２万円 

 

 

  生活保護費支給事業  ３億７，２０３万円 

（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。 

   〈財 源〉 

    ・国の負担額  ２億７，９０２万円 

    ・県の負担額      ５２５万円 

    ・市の負担額    ８，７７６万円
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  特別会計への繰出（国保・介護・後期高齢特会）  １２億４，８２９万円 

（担当 市民課・長寿介護課）  

   各特別会計は市民の皆様が支払う保険料や国・県の補助金などの収入をもって運営されてい

ますが、その不足分を一般会計から補っています。 

  〈内 訳〉 

   ・介護保険特別会計への繰出金     ６億５，８６３万円 

   ・国民健康保険特別会計への繰出金   ４億２，１１９万円 

   ・後期高齢者医療特別会計への繰出金  １億６，８４７万円 

 

  学童保育の運営  ５，９７３万円 

（担当 こども未来課）  

   保護者が就労等で不在の家庭の児童（小学校 1～3 年生）を対象に、放課後に学校の施設等

を利用して保育事業を実施します。 

  〈財 源〉 

   ・県の補助金      １，５８６万円 

   ・利用者負担額等    １，５８１万円 

   ・市の負担額      ２，８０６万円 

 

  つどいの広場事業  ２，２７６万円 

（担当 こども未来課）  

   ねひめキッズ、オークタウン、善防公民館の子育て支援事業の機能を集約し、一体的な運営

を行います。また、地域の子育てボランティアやサークル活動の活性化を支援するため子育て

情報のメール配信を実施し、子育て支援の拠点として様々な情報を発信します。 

  〈財 源〉 

   ・県の補助金      １，１３８万円 

   ・市の負担額      １，１３８万円 

 

  子育て支援事業  ５２８万円 

（担当 地域福祉課）  

   子育て世帯を支援するため、ファミリーサポート事業やこんにちは赤ちゃん事業、子育て家

庭ショートステイ事業を実施します。今年度は、子育て世帯を対象に家事援助サービス（炊事、

洗濯、清掃、買い物など）を実施し、利用料金の一部を助成します。 

  〈財 源〉 

   ・県の補助金        １８０万円 

   ・利用者負担額         ９万円 

   ・市の負担額        ３３９万円
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  焼却施設費  ２億９，９０１万円 

（担当 環境整備課）  

   今年度より、加西市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ます。これにより、加西市クリーンセンタ

ー焼却炉の管理費を削減します。 

  〈財 源〉 

   ・利用者負担額     ２，８６９万円 

   ・市の負担額    ２億７，０３２万円 

 

  し尿収集・処理事業  １億４，６２５万円 

（担当 衛生センター）  

   市内全域で民間委託によりし尿を収集し、衛生センターで処理することで、良好な生活環

境を維持します。 

  〈財 源〉 

   ・利用者負担額    １億 ５６５万円 

   ・市の負担額      ４，０６０万円 

 

  火葬場管理費  ４，５９６万円 

（担当 環境課）  

   加西市斎場で火葬業務を実施し、施設設備の維持管理を行います。今年度は、老朽化して

いる火葬炉の更新工事（事業費２，２４０万円）を行います。 

  〈財 源〉 

   ・利用者負担額     １，３０７万円 

   ・市の負担額      ３，２８９万円【うち火葬炉更新工事  ２，２４０万円】 

   （うち市の借金     １，５７０万円） 

 

  環境保全対策事業  ２，１８８万円 

（担当 環境課）  

   大気水質検査などの公害対策や地球温暖化防止対策などを行います。一般住宅用の太陽光発

電システムの設置者に対し、設置費用の一部を補助します（事業費１，５００万円）。 

  〈財 源〉 

   ・県の委託金         １８万円 

   ・交付金          ５００万円 

   ・市の負担額      １，６７０万円 
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  予防接種事業  １億１，６９９万円 

（担当 健康課）  

   感染症を予防するため、個別予防接種（二種混合、三種混合、四種混合、不活化ポリオ、日

本脳炎、麻疹・風疹、ＢＣＧ、高齢者のインフルエンザ、ヒブワクチン、小児肺炎球菌、子宮

頸がんなど）を実施します。また、風しんワクチンなどの接種に対し助成を行います。 

  〈財 源〉 

   ・市の負担額    １億１，６９９万円 

 

  成人・歯科保健事業  ６，０２１万円 

（担当 健康課）  

   町ぐるみ健診や医療機関健診を通じて、特定基本健診やがん検診、歯周疾患健診、骨粗しょ

う症健診などを実施し、生活習慣病や歯周病を予防します。 

  〈財 源〉 

   ・国の補助金        ２０８万円 

   ・県の補助金        ２５７万円 

   ・利用者負担金等    １，１１５万円 

   ・市の負担額      ４，４４１万円 

 

  母子保健事業  ３，４１４万円 

（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・相談等を実施します。未熟児訪問や未

熟児養育医療費の給付を行い、特定不妊治療に要する費用の一部も助成します。 

  〈財 源〉 

   ・国の負担金        １２９万円 

   ・県の負担金         ６４万円 

   ・市の負担額      ３，２２１万円 

 

  企業会計への繰出（病院・上水道・下水道事業）  １３億４，７８７万円 

（担当 病院・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。 

  〈内 訳〉 

   ・病院事業会計への繰出金                    ８億円 

   ・上水道事業会計への繰出金               １，７６２万円 

   ・下水道事業会計（コミュニティプラント）への繰出金 ５億３，０２５万円 
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  産業振興促進奨励金  ２億４，８３０万円 

（担当 商工観光課） 

   市内に立地する企業に固定資産税や水道料金相当額の一部を助成することで、市内への企

業誘致や市内中小企業の振興を促進します。 

  〈財 源〉 

   ・市の負担額   ２億４，８３０万円 

 

 

  産業活性化支援（住宅リフォーム助成）事業  ６００万円 

（担当 商工観光課） 

 商工会議所と連携し、市内の事業者で住宅リフォームを実施した市民に、市内で利用でき

る商品券を交付し、市内商工業の活性化を図ります。 

  〈財 源〉 

   ・市の負担額       ６００万円 

 

 

  ふるさとハローワークの運営  ７３１万円 

（担当 商工観光課） 

   国と連携して、アスティアかさい内に開設した

ふるさとハローワークにおいて、職業相談や職業

紹介サービス、市民への就労相談を行います。 

  〈財 源〉 

   ・市の負担額       ７３１万円 

 

 

 

  若者の定住促進（持家補助・家賃補助・就職支援）  １，６５０万円 

（担当 商工観光課） 

   若者の定住促進を図るため、市内で住居を新築または購入する若者世帯に対し、要件を緩

和して補助金を交付します（若者世帯持家促進補助）。また、民間賃貸住宅に居住する新婚世

帯に対しては、家賃の一部を補助します（新婚世帯向け家賃補助）。さらに、UJI ターンを希

望する若者と市内企業とのマッチングを図ります（若者就職支援事業）。 

  〈財 源〉 

   ・市の負担額     １，６５０万円 
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  獣害防護柵補助金  ７，２００万円 

（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を軽減させるため、地域住民の協

力により侵入防止柵等の整備を行います。 

  〈財 源〉 

   ・県の補助金      ６，７５０万円 

   ・市の負担額        ４５０万円 

 

 

  日本型直接支払制度（旧農地・水環境保全向上対策事業） ７，３５４万円 

（担当 農政課） 

   地域による農地・農業用水等の保全管理と、農村環境の保全向上や、老朽化が進む水路の

長寿命化等に対して支援を行います。国が２／１を県と市がそれぞれ４／１を負担するため、

地域へは総額２億７，９２０万円が交付されます。 

  〈財 源〉 

   ・国の補助金        １８７万円 

   ・市の負担額     ７，１６７万円 

 

 

  ため池一斉点検および井堰・ほ場整備調査（団体営事業） ４，１０３万円 

（担当 農政課） 

   ため池の一斉点検を行い、施設と地域の安全性の向上を図ります。また、井堰・ほ場整備

にかかる調査を行います。 

  〈財 源〉 

   ・国の補助金      ３，９００万円 

   ・市の負担額        ２０３万円 

 

 

  企業会計への繰出（農業共済・下水道事業）  ３億 ２８２万円 

（担当 管理共済課・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。 

  〈内 訳〉 

   ・農業共済事業会計への繰出金            ２，７７１万円 

   ・下水道事業会計（農業集落排水）への繰出金   ２億７，５１１万円 
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  地籍調査事業  ４，８０９万円 

（担当 用地課） 

 地籍調査を行い地籍の明確化を図ります。 

  〈財 源〉 

   ・県の補助金     ３，６００万円 

   ・市の負担額     １，２０９万円 

 

  青年就農支援  ５２５万円 

（担当 農政課） 

 ４５歳未満の新規就農者に対し、「青年就農給付金」を交付し、就農意欲の喚起と就農後の

定着を図ります。 

  〈財 源〉 

   ・国の補助金       ５２５万円 

 

  酒造好適米増産推進事業  ８００万円 

（担当 農政課） 

 酒造好適米として名高い山田錦の増産のため、生産者に

対して助成します。 

  〈財 源〉 

   ・市の負担額       ８００万円 

 

 

  ぶどう生産推進補助金  ２００万円 

（担当 農政課） 

 ぶどう団地再生のため、果樹棚の新設や改修に対して助成します。 

  〈財 源〉 

   ・ 市の負担額      ２００万円 

 

 

 

  学校給食支援事業  １４４万円 

（担当 農政課） 

 加西産の農産物を学校給食に使用し地産地消と食育を推進するため、食材の搬送委託や食

材の差額補てんを行います。 

  〈財 源〉 

   ・市の負担額       １４４万円 
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  社会資本整備総合交付金事業（市道西谷坂元線）  ２億 １９４万円 

（担当 土木課） 

   市道西谷坂元線の道路改良工事を実施し、通学路の安全を図ります。 

  〈財 源〉 

   ・国の補助金   １億１，０００万円 

   ・市の負担額     ９，１９４万円 

   （うち市の借金    ８，７３０万円） 

 

 

  社会資本整備総合交付金事業（橋梁修繕）  ３，５４０万円 

（担当 土木課） 

   老朽化が進む橋梁について、長寿命化計画に基づいて適切な修繕を行います。 

  〈財 源〉 

   ・国の補助金     １，９４７万円 

   ・市の負担額     １，５９３万円 

   （うち市の借金    １，４３０万円） 

 

 

  道路の修繕工事  １億２，０００万円 

（担当 土木課） 

   シンボルロード市道北条１号線や市道古坂高室線をはじめ、加西市が管理する市道の路肩

や舗装の補修に加え、市道に付属する道路施設の修繕工事を行います。 

  〈財 源〉 

   ・県の負担額       ５００万円 

   ・市の負担額   １億１，５００万円 

    （うち市の借金   ２，７００万円） 

 

 

  道路新設改良事業  ６，６１６万円 

（担当 土木課） 

 市道尾崎５号線や段下４号線、笠原２号線、都染１号線などの道路の新設工事や改良工事

を行います。都染１号線では高速バスの泉バス停周辺に駐車場を整備します。また、鶉野飛

行場跡周辺地区の利活用を図るため周辺道路整備のための測量及び設計を行います。 

  〈財 源〉 

   ・市の負担額     ６，６１６万円 

   （うち市の借金    ５，０４０万円） 
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  西高室地区の土地区画整理  ３，９６５万円 

（担当 開発整備室） 

   西高室地区の区画整理により区画街路・水路・公園等を整備し、住宅地の造成を行います。 

  〈財 源〉 

   ・国の交付金     １，２００万円 

   ・市の負担額     ２，７６５万円 

   （うち市の借金    １，６２０万円） 

 

 

  常備消防費  ６億１，９７６万円 

（担当 危機管理課） 

   加西市を含む北播磨地域３市１町は、『北はりま消防組合』を設立し、消防を広域化するこ

とで消防力の強化と経費削減を図っています。 

  〈財 源〉 

   ・県の補助金        ３２万円 

   ・高速道路救急業務支弁金 ６０７万円 

   ・市の負担額   ６億１，３３７万円 

 

 

  消防団運営費  ８，４２２万円 

（担当 危機管理課） 

   地域で活動する消防団の運営を支援します。 

  〈財 源〉 

   ・消防団員退職報償金受入金等 ２，４８３万円 

   ・市の負担額         ５，９３９万円 

 

 

  市民会館文化ホール耐震改修事業  ２，５４２万円 

（担当 行政課） 

   市民会館の耐震化のため、設備改修の実施設

計を行います。 

  〈財 源〉 

   ・国の補助金       ８９６万円 

   ・市の負担額     １，６４６万円 

   （うち、市の借金   １，２３０万円） 
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  公共交通政策事業  ８，３８２万円 

（担当 人口増政策課） 

   コミバスの運行や北条鉄道及び路線バスの運営支援を通じて、市民の生活の足である地域

の公共交通を支えます。今年度は、寄付により北条鉄道の播磨横田駅の駅舎を新設します（事

業費１，１００万円）。また、北条鉄道片道無料優待券の発行など公共交通の利用促進と、利

用者の利便性の向上に取り組みます。 

  〈財 源〉 

   ・県の補助金      １，０１７万円 

   ・寄付         １，５００万円 

   ・その他受入金       ５８６万円 

   ・市の負担額      ５，２７９万円 

 

 

  宅地供給促進補助事業・賃貸共同住宅等建設補助事業  ８４５万円 

（担当 人口増政策課） 

   住宅建築等をする方に市街化区域内の土地を売った土地所有者に、長期譲渡所得の３％相

当額を補助します（宅地供給促進補助：事業費３５０万円）。また、市内で新たに賃貸マンシ

ョン等を建設した方に固定資産税相当額を５年間補助します（賃貸共同住宅等建設補助：事

業費４９５万円）。 

  〈財 源〉 

   ・市の負担額        ８４５万円 

 

  ＵＪＩターン促進補助金  ３００万円 

（担当 人口増政策課） 

   奨学金を受けて大学等に進学し、卒業後 U ターンして加西市に住む方や新たに加西市に住

む方が返還している奨学金の３分の１を補助します。 

  〈財 源〉 

   ・市の負担額        ３００万円 

 

  鶉野地区都市再生整備計画策定事業  １５０万円 

（担当 人口増政策課） 

   鶉野地区において現存する戦争遺跡群を活用し、

地域住民と協働の観光まちづくりと幹線道路整備の

ため都市再生整備計画を策定します。 

  〈財 源〉 

   ・市の負担額        １５０万円
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  播磨国風土記１３００年記念事業  １，５００万円 

（担当 播磨国風土記推進室） 

   平成２７年の播磨国風土記編纂１３００年祭に向

け、ふるさとの歴史を振り返る講座や伝統芸能、自

転車関連事業を開催します。 

  〈財 源〉 

   ・市の負担額    １，５００万円 

 

 

 

  ふるさと創造事業  ７４５万円 

（担当 ふるさと創造課） 

   小学校区を単位として、地域住民が主体的に地域

の課題に対応する『ふるさと創造会議』の設置運営

に対し支援を行います。 

  〈財 源〉 

   ・県の補助金       １８万円 

   ・市の負担額      ７２７万円 

 

  若者応援事業  ４５８万円 

（担当 ふるさと創造課） 

   地域づくりにおける若者の参画を推進し、若者交流を中心に活気溢れる地域づくりを目指

します。今年度は、シンポジウムを開催し、若者応援都市宣言を行います。また、若者チャ

レンジ事業助成金に加えて若者企業支援助成金を新設します。 

  〈財 源〉 

   ・シンポジウム助成金  １７７万円 

   ・市の負担額      ２８１万円 

 

  特別会計・企業会計への繰出（宅地造成・下水道事業） ６億３，７５７万円 

（担当 開発整備室・上下水道管理課） 

   今年度より、旧下里小学校跡地の宅地整備を行うため、特別会計として宅地造成事業特別

会計を新設しています。また、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。 

  〈内 訳〉 

   ・宅地造成事業特別会計への繰出金      ２，１７０万円 

   ・下水道事業会計（公共下水）への繰出金 ６億１，５８７万円 
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  小学校の管理運営  ２億３，２４３万円 

（担当 教育総務課） 

   市内１１小学校の管理運営を行います。また、耐震性能の低い施設から順次、耐震補強と

改築により耐震化を図ります。今年度は、九会小学校南校舎と富合小学校北校舎の耐震補強

工事と、西在田小学校の地震改築工事設計を実施します。 

  〈財 源〉 

   ・市の負担額   ２億３，２４２万円 

 （うち市の借金    ６，８３０万円） 

 

  中学校の管理運営  １億１，３９３万円 

（担当 教育総務課） 

   市内４中学校の管理運営を行います。また、耐震

性能の低い施設より順次、耐震補強により耐震化を

図ります。今年度は、善防中学校体育館の耐震補強

工事を実施します。 

  〈財 源〉 

   ・市の負担額   １億１，３９３万円 

   （うち市の借金    ３，６２０万円） 

 

  図書館の管理運営  １億１，６００万円 

（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

や児童書のなど資料の充実に加えて、老朽化したオ

ーディオブースのシステム更新により、一層の図書

館サービスの拡充を図ります。 

  〈財 源〉 

   ・図書整備支援事業交付金 １２６万円 

   ・市の負担額   １億１，４７４万円 

 

  給食共同施設と単独校給食施設の管理運営  ９，８５３万円 

（担当 教育総務課） 

   給食共同施設（加西市南部学校給食センター・加西市北部学校給食センター）と各学校園

で給食調理を実施する単独校給食施設（北条小・北条東小・泉小学校単独調理場）の管理運

営を行い、市内の完全給食を実施します。 

  〈財 源〉 

   ・米飯加工委託負担金 １，２８７万円 

   ・市の負担額     ８，５６６万円 
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  公民館の管理運営  ４，７０２万円 

（担当 文化スポーツ課） 

   公民館を管理運営し、小中学校から高齢者まであらゆる世代が参加しやすい講座等を開催

します。 

  〈財 源〉 

   ・利用者負担額      １８６万円 

   ・市の負担額     ４，５１６万円 

 

 

  幼稚園の管理運営  ３，９０３万円 

（担当 こども未来課） 

   公立幼稚（児）園の管理運営と私立幼稚園への就園奨励などを行います。今年度、北条幼

稚園が創立１００周年を迎えるため記念イベントを開催します（事業費２００万円）。 

  〈財 源〉 

   ・国の負担金       １００万円 

   ・県の負担金        １０万円 

   ・利用者負担額    ２，２６３万円 

   ・コミュニティ助成    ２００万円 

   ・市の負担額     １，３３０万円 

 

 

  特別支援学校の管理運営  ２，４８４万円 

（担当 教育総務課） 

   特別支援学校の管理運営を行います。 

  〈財 源〉 

   ・市の負担額     ２，４８４万円 

 

 

  体育施設の管理運営  ３，６３９万円 

（担当 文化スポーツ課） 

   加西球場や勤労者体育センター、多目的グラウンドなど公立体育施設の管理運営を行い、

スポーツの推進を図ります。 

  〈財 源〉 

   ・ネーミングライツ料    ７１万円 

   ・市の負担額     ３，５６８万円 
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  就学援助奨励費補助金事業  ３，４５８万円 

（担当 学校教育課） 

   生活保護受給家庭やそれに準ずる家庭の小中学校の児童生徒および特別支援学級に在籍す

る児童生徒の保護者に対し、給食費や学用品費などを補助します。 

  〈財 源〉 

   ・国の負担金       ４５万円 

   ・市の負担額    ３，４１３万円 

 

 

  国際理解教育の推進  ２，２３７万円 

（担当 学校教育課） 

   幼保・小・中・特別支援学校の園児児童生徒に国際理解を深めさせ英語教育を充実するこ

とで、国際化社会の担い手となる人材の育成を図ります。今年度より、幼保へも外国人外国

語指導助手を配置します。 

  〈財 源〉 

   ・市の負担額    ２，２３７万円 

 

 

  オークタウン加西の管理運営  １，０５０万円 

（担当 文化スポーツ課） 

   オークタウン加西を管理運営し、青少年活動や子育て学習など社会教育の充実を図ります。 

  〈財 源〉 

   ・利用者負担額      ９６万円 

   ・市の負担額      ９５４万円 

 

 

  指定文化財の保全・活用  １，０４１万円 

（担当 文化スポーツ課） 

   国等の指定文化財の保全や活用を行うとともに、指定文化財

保存団体の育成や支援を行います。また、今年度は、国宝法華

山一乗寺の三重の塔など４棟の建造物の防災設備の整備を国や

県とともに実施します。 

  〈財 源〉 

   ・市の負担額    １，０４１万円 
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国の『好循環実現のための経済対策』による補正予算を活用し、平成２６年度以降の予算

に盛り込む予定だった事業を平成２５年度へ前倒して実施します。 

 

 

  学校施設耐震化事業と環境整備事業  ７億 ２３２万円 

（担当 教育総務課） 

   耐震補強工事と改築工事により耐震性能の低い施設より順次、耐震化を図ります。対象の

学校施設は、富田小学校南校舎、賀茂小学校校舎、下里小学校北校舎、九会小学校南校舎及

び北校舎、富合小学校北校舎、善防中学校体育館です。また、加西中学校の屋外環境整備も

実施します。 

  〈財 源〉  

   ・国の補助金  １億９，０６８万円 

   ・市の負担額  ５億１，１６４万円（うち市の借金 ４億９，４６０万円） 

 

 

  社会資本整備総合交付金事業（市道都市計画２号線）  ３，０００万円 

（担当 土木課） 

   市道都市計画２号線の歩道の拡幅工事を行います。 

  〈財 源〉 

   ・国の補助金    １，１６６万円 

   ・市の負担額    １，８３４万円（うち市の借金   １，８３０万円） 

 

 

  社会資本整備総合交付金事業（道路ストック点検）  ８６０万円 

（担当 土木課） 

   道路構造物の老朽化等による危険個所を早期に発見し対策にあたるため、点検を行います。 

  〈財 源〉 

   ・国の補助金     ４７３万円 

   ・市の負担額     ３８７万円 

 

 

  団体営事業および県営事業  ７，５９５万円 

（担当 農政課） 

   団体営事業として、市内約６０か所のため池の一斉点検と２３井堰・ほ場整備の調査を実施

します。また、県営事業として、いがん谷池、西垣内池、裏池等のため池整備を行います。 

  〈財 源〉 

   ・国の補助金   ６，０００万円 

   ・地元分担金     ３３５万円 

   ・市の負担額   １，２６０万円（うち市の借金１，２６０万円） 

 


