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平成２7 年度予算の全体像
平成 27 年度加西市の総予算は、459

億 2,100 万円

です。

一般会計予算

204 億 8,000 万円

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 27 年度は、昨年度と比べて 24 億 8000 万円増加しています。
本年度予算額
・一般会計

204 億 8,000 万円

対前年度比
+ 13.8％

特別会計予算

109 億 4,400 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、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

60 億 900 万円

+ 12.7％

・介護保険特別会計

43 億 1,000 万円

△ 1.6％

・後期高齢者医療特別会計

5 億 4,600 万円

+

2.8％

・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

6,200 万円

△ 70.6％

企業会計予算

144 億 9,700 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
・農業共済事業会計

対前年度比

9,908 万円

+

1.6％

・水道事業会計

17 億 8,963 万円

+

3.3％

・下水道事業会計

48 億 8,515 万円

+

3.8％

・病院事業会計

77 億 2,314 万円
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△ 22.9％

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 27 年度の歳入の内訳は次のとおりです。

【歳入の内訳】

歳入総額

204 億
8 ,0 0 0 万 円

【歳入の区分】

市 税
地方交付税

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
は限定されないもの

市 債

市の借金

国庫支出金

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

県支出金

する補助金や委託金など
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

地方譲与税等

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

-2-

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 27 年度の歳出の内訳は次のとおりです。

【歳出の内訳】

歳出総額

204 億
8 ,0 0 0 万 円

【歳出の区分】

民生費

福祉や子育て支援にかかる費用

教育費

学校や生涯学習などにかかる費用

衛生費

ごみ処理や環境対策、健康づくりにかかる費用

総務費

市の全体的な管理にかかる費用

土木費

道路や公園などの管理や整備にかかる費用

公債費

市の借金を返済する費用

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
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福祉医療支給事業

２億５，６０２万円
（担当 市民課）

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（所得要件あり）します。中学校 3 年生までの医療費（通院・入
院とも）については、無料となります。
〈主な経費〉
乳幼児等医療助成費 10,722 万円
7,490 万円

重度心身障害者医療助成費

高齢重度心身障害者特別医療助成費 5,157 万円
老人医療助成費 1,140 万円
母子家庭等医療助成費 1,033 万円
※こども医療費助成費は 26 年度予算に前倒しして実施
〈財

源〉

県支出金 9,019 万円／市の負担額 1 億 6,583 万円

児童手当・児童扶養手当支給事業

８億２，４７８万円
（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 2,152 万円

国支出金 5 億 2,920 万円／県支出金 1 億 728 万円

児童手当給付費 7 億 326 万円

／市の負担額 1 億 8,830 万円

臨 時 福 祉 給 付 事 業・子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付 事 業

７，９５４万円

（担当 福祉企画課・地域福祉課）
消費税率増税の影響等を踏まえて、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。
〈主な経費〉
臨時福祉給付金 4,800 万円
子育て世帯臨時特例給付金
〈財

1,800 万円

源〉

国支出金 7,954 万円
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公立保育所の運営

２億５，１４４万円
（担当 こども未来課）

公立保育所の運営管理を行います。今年度は、加西中学校区に認定こども園を整備するための測
量設計や北条南保育所解体撤去工事などを実施します。
〈主な経費〉
測量設計監理委託料（加西認定こども園整備・北条南保育所解体撤去）1,400 万円
工事費（北条南保育所解体撤去、空調設備）1,400 万円
〈財

源〉

国支出金 442 万円／県支出金 442 万円／保護者負担金など 9,385 万円／
市の負担額 1 億 4,875 万円（うち市の借金 1,090 万円）

私立保育所への補助等

４億７，９４４万円
（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。また、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・病後児保育事業を実
施します。
〈主な経費〉
私立保育所等運営費交付金 4 億 1,120 万円
一時預かり促進事業補助金

743 万円

延長・休日保育促進事業補助金 3,102 万円
病児・病後児保育事業補助金 670 万円
〈財

源〉

国支出金 1 億 6,520 万円／県支出金 1 億 3,618 万円／保護者負担金など

4,998 万円／

市の負担額 1 億 2,808 万円

学童保育の運営

１億１，９２８万円
（担当 こども未来課）

放課後児童の健全育成、子育て支援として、小学校 1～6 年生を対象に全校区で学童保育を実施
します。あわせて開園時間を 30 分延長拡大します。これに伴い、登録児童数の増加が見込まれる
ため、北条東学童保育専用棟を建設します。
〈主な経費〉
北条東学童保育専用棟建設事業費（設計監理・工事） 4,100 万円
〈財

源〉

県支出金 4,769 万円／児童保育負担額 2,038 万円／
市の負担額 5,121 万円（うち市の借金 1,090 万円）
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つどいの広場事業

４，０８２万円
（担当 こども未来課）

ねひめキッズ、オークタウン、善防公民館で行っている子育てひろば事業、健康福祉会館ひまわ
りルームで行っている児童療育事業に加え、今年度より、子どもやその保護者の身近な場所で、教
育・保育施設や地域の子育て支援事業などの情報提供や相談・助言などを行う子育てコンシェルジ
ュ事業を実施します。
〈主な経費〉
子育てひろば事業費 2,008 万円
児童療育事業費 1,834 万円
子育てコンシェルジュ事業費 240 万円
〈財

源〉

国支出金 918 万円／県支出金 1,078 万円／市の負担額 2,086 万円

子育て支援事業

５４０万円
（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、ショートステ
イ事業、家事援助サービスなどを実施します。
〈主な経費〉
ファミリーサポート事業費 325 万円
こんにちは赤ちゃん事業費 182 万円
〈財

源〉

国支出金 123 万円／県支出金 124 万円／
利用者負担額 9 万円／市の負担額 284 万円

生活保護対策事業

３億６，４３０万円
（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。今年度は、生活保護に至る前の自立支援策の強化を図るため、生活困
窮者に対して自立相談支援、住宅確保給付金の支給を行います。
〈主な経費〉
生活保護費支給費 3 億 5,147 万円
住宅確保給付金 97 万円
〈財

源〉

国支出金 2 億 7,453 万円／県支出金 859 万円／市の負担額 8,118 万円
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障がい者福祉事業

１０億１，０４２万円
（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） 6 億 9,108 万円
善防園管理運営委託料 8,654 万円
自立支援医療等給付費（透析など） 2,817 万円
相談支援事業委託料 2,115 万円
〈財

源〉

国支出金 4 億 834 万円／県支出金 2 億 297 万円／社会福祉施設給付費収入など 9,162 万円
／市の負担額 3 億 749 万円

高齢者福祉事業（介護保険サービス除）

７，１６６万円
（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〉
高齢者入所支援費 3,047 万円
老人クラブ活動等助成金 1,519 万円
シルバー人材センター運営補助金 928 万円
住宅助成費 800 万円
敬老月間事業委託料 400 万円
〈財

源〉

県支出金 1,324 万円／施設入所措置費負担金など 569 万円／市の負担額 5,273 万円

特別会計への繰出（介護・国保・後期高齢特会）

１２億７，９６１万円

（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。また不足が生じた場合にも一般会計から繰出をしています。
〈主な経費〉
介護保険特別会計への繰出金 6 億 7,000 万円
国民健康保険特別会計への繰出金 4 億 4,021 万円
後期高齢者医療特別会計への繰出金 1 億 6,940 万円
〈財

源〉

国庫支出金 3,103 万円／県支出金 2 億 3,294 万円／市の負担額 10 億 1,564 万円
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塵芥処理事業費

２億５，６３６万円
（担当 環境整備課）

昨年度より、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。
〈主な経費〉
小野加東加西環境施設事務組合負担金 1 億 3,775 万円
廃棄物処理委託料 9,900 万円
〈財

源〉

利用者負担額 2,442 万円／市の負担額 2 億 3,194 万円

し尿収集・処理事業

４億１，１９１万円
（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。今年度から 2 か年の計画で、し尿などを公共下水道へ放流できるよう改修します。
〈主な経費〉
衛生センター改修事業費（監理・工事） 2 億 8,400 万円
し尿収集委託料 5,150 万円
〈財

源〉

利用者負担額 9,984 万円／市の負担額 3 億 1,207 万円
（うち市の借金 2 億 1,300 万円）

火葬場管理費

２，５５１万円
（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。
〈主な経費〉
火葬業務委託料 1,322 万円
燃料・光熱水費 619 万円
〈財

源〉

利用者負担額 1,307 万円／市の負担額 1,244 万円
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環境保全対策事業

１，７５４万円
（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、生物多様性地域戦略推進を行います。今年
度は、電気自動車の購入費の一部を補助することにより、温室効果ガス排出量の削減を図ります。
〈主な経費〉
住宅用太陽光発電システム設置補助金 600 万円
電気自動車導入補助金 100 万円
野生生物保護地区整備・活動団体補助金 230 万円
〈財

源〉

県支出金 120 万円／市町支援事業交付金 200 万円／市の負担額 1,434 万円

予防事業

１億 ７９５万円
（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（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、ヒブワクチン、小児肺炎球菌、高齢者のインフルエンザ、高
齢者肺炎球菌など）や任意で実施する高齢者肺炎球菌予防接種費の助成を実施します。
〈主な経費〉
個別接種委託料 1 億 500 万円
予防接種助成費 100 万円
〈財

源〉

県支出金 41 万円／市の負担額 1 億 754 万円

救急医療対策事業

５６０万円
（担当 健康課）

医師会や県内市町と連携し、休日の救急医療体制を整えます。今年度より、歯科医師会とも連携
し、年末年始の救急歯科診療体制を整えます。また献血の推進を図ります。
〈主な経費〉
休日・年末年始診療協力委託料（医師会） 470 万円
年末年始診療協力委託料（歯科医師会） 18 万円
献血者記念品費 9 万円
〈財

源〉

市の負担額 560 万円
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母子保健事業

３，５５３万円
（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・相談サービスなどを実施します。また、特
定不妊治療に要する費用の一部を助成します。
〈主な経費〉
妊婦健康診査委託料・助成費 2,420 万円
特定不妊治療費助成費 350 万円
乳幼児健診委託料 237 万円
〈財

源〉

国支出金 136 万円／県支出金 68 万円／市の負担額 3,349 万円

健康推進対策事業

６，２１８万円
（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のほか、本年度は「加西市歩くまちづ
くり条例」の施行に伴い、ウォーキングに関する講座の開催やウォーキングなどの運動を継続して
実施した場合にポイントを付与して健康づくりグッズなどと交換する運動ポイント事業を新たに実
施します。
〈主な経費〉
がん検診委託料 2,300 万円
医療機関診査業務委託料 1,800 万円
基本診査委託料 340 万円
ウォーキング教室・運動ポイント事業費 63 万円
〈財

源〉

国支出金 244 万円／県支出金 286 万円／利用者負担額など 969 万円／市の負担額 4,719 万円

企業会計への繰出（病院・上水道・下水道事業）

１２億６，７２９万円

（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。
〈主な経費〉
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 2,155 万円
下水道事業会計（コミュニティプラント）への繰出金 4 億 4,574 万円
〈財

源〉

ふるさと応援基金 200 万円／市の負担額 12 億 6,529 万円（うち市の借金 610 万円）
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産業振興促進事業

３億１，６５０万円
（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。
〈主な経費〉

〈財

産業奨励促進奨励金 3 億 1,650 万円

源〉

市の負担額 3 億 1,650 万円

産業活性化支援（住宅リフォーム助成）事業

５００万円
（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。
〈主な経費〉

〈財

産業活性化支援事業補助金 500 万円

源〉

市の負担額 500 万円

若者の定住促進事業（持家補助・家賃補助）

３，２６０万円
（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補助金を交付し
ます（若者世帯定住促進補助）
。また、市内の民間賃貸住宅に居住する若者世帯に対して家賃の一
部を補助します（新婚世帯向け家賃補助）。
〈主な経費〉

〈財

若者世帯定住促進（持家推進）補助金 1,390 万円
新婚世帯向け家賃補助金

源〉

市の負担額 3,260 万円

1,870 万円

就職支援事業

２３０万円
（担当 商工観光課）

UJI ターンを希望する学生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）。また、
小学生を対象として市内企業の産業ツアーを実施し、将来市内企業に就職し定住することを目指
します（ふるさと就職支援事業）。
〈主な経費〉
若者就職支援事業補助金

〈財
150 万円

源〉

市の負担額 230 万円

ふるさと就職支援補助金 80 万円
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鳥獣被害防止対策事業

６，０４６万円
（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、鳥獣被害防止対策
事業を実施します。
〈主な経費〉
獣害防護柵補助金 4,800 万円
有害鳥獣駆除委託料 900 万円
シカ緊急捕獲拡大事業負担金 346 万円
〈財

源〉

県支出金 4,644 万円／市の負担額 1,402 万円

多面的機能支払交付金事業

２億９，４７３万円

(旧 農 地 ・ 水 保 全 管 理 支 払 交 付 金 )

（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て支援を行います。
〈主な経費〉
多面的機能支払交付金 2 億 8,883 万円
〈財

源〉

県支出金 2 億 2,252 万円／市の負担額 7,221 万円

ほ場整備事業（団体営事業）

１，７００万円
（担当 農政課）

農地集積による農業の効率化を図るため、農業水利施設保全合理化事業等を活用し、ほ場整備
基本計画と農用地等集団化調査を行います。
〈主な経費〉
調査設計業務委託料（ほ場整備基本計画など）1,500 万円
ため池の不具合箇所の簡易部分補修工事
〈財

200 万円

源〉

県支出金 1,700 万円
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地籍調査事業

５，８０９万円
（担当 用地課）

地籍の明確化を図るため、地籍調査を実施します。
〈主な経費〉

〈財

土地調査委託料 5,120 万円

源〉

県支出金 4,350 万円
市の負担金 1,459 万円

ぶどう生産推進補助事業

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。
〈主な経費〉
ぶどう生産推進補助金 200 万円

〈財

源〉

市の負担額 200 万円

市民農園整備事業

２，４００万円
（担当 農政課）

食と農に親しむ「楽農生活」を実践する身近な場づくりを推進するため、西笠原地区の市民農
園整備を支援します。
〈主な経費〉
市民農園整備費補助金 2,400 万円

〈財

源〉

市の負担額 690 万円
県支出金

1,710 万円

企業会計への繰出（農業共済・下水道事業）

２億９，４１７万円

（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。
〈主な経費〉
農業共済事業会計への繰出金 2,625 万円
下水道事業会計（農業集落排水）への繰出金 2 億 6,792 万円
〈財

源〉

市の負担額 2 億 9,417 万円
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道路等整備事業

８億７，４７０万円
（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。今年度は西谷坂元線自動車・
歩行者用ＢＯＸ工事や鶉野飛行場線工事などを実施します。
〈主な経費〉
西谷坂元線関連整備費 5 億 3,350 万円
鶉野飛行場周辺道路整備費

9,000 万円

道路維持修繕工事費（北条 1 号線など） 8,000 万円
市道都市計画 2 号線等整備費 3,000 万円
橋梁定期点検 50 橋の調査委託料 500 万円
〈財

源〉

国支出金 3 億 9,594 万円／市の負担額 4 億 7,876 万円（うち市の借金 4 億 190 万円）

西高室地区の土地区画整理事業

１億２，８４６万円
（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、住宅地の造成を行うため加西
市西高室区画整理組合へ助成します。
〈主な経費〉
加西市西高室区画整理組合への負担金
（測量・工事など） 1 億 2,821 万円
〈財

源〉

国支出金 4,800 万円／
市の負担額 8,046 万円（うち市の借金 6,480 万円）

住環境整備事業

５６６万円
（担当 都市計画課）

空き家対策と狭あい道路の整備を行い、住環境整備による定住促進を図ります。
〈主な経費〉
建設除却費助成金 240 万円
工事費（排水路改修）180 万円
〈財

源〉

国支出金 120 万円／市の負担額 446 万円
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消防事業（常備消防・非常備消防・防災基盤整備）

７億６，６８２万円
（担当 危機管理課）

平成 23 年度から北はりま消防組合において、消防事務などの共同処理（西脇市・加西市・加
東市・多可町）を行っています。また、地域で活動する消防団の運営とその基盤整備として小型
動力ポンプ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 5,531 万円

消防団運営費 9,573 万円
小型動力ポンプ車等購入費 1,560 万円
〈財

源〉

県支出金 20 万円／諸収入

5,269 万円／市の負担額 7 億 1,393 万円
(うち市の借金 570 万円)

災害・防犯対策事業

２，７３２万円
（担当 危機管理課）

災害全般に対する計画的な災害行政を推進します。また、犯罪の発生を未然に防ぎ、安全で安
心なまちづくりを目指します。
〈主な経費〉
自主防災組織補助金（訓練・資機材補助） 200 万円
危険空き家撤去事業補助金 100 万円
ＬＥＤ防犯灯借上料 599 万円
防犯カメラ設置事業費（備品購入・団体補助） 120 万円
〈財

源〉

市町支援事業交付金 39 万円／諸収入 10 万円／
市の負担額 2,683 万円

市民会館管理運営

３億 ７１９万円
（担当 行政課）

市民会館は、指定管理者制度を活用し管理運営を行っています。今年度は、文化ホールの耐震
化と設備などの改修工事を行います。
〈主な経費〉
市民会館管理運営委託料

4,775 万円

文化ホール耐震化等事業費（設計監理・工事）2 億 5,584 万円
〈財

源〉

国庫支出金 5,733 万円／市の負担額 2 億 4,986 万円
（うち市の借金 1 億 5,390 万円）
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公共交通政策事業

１億 ７３１万円
（担当 人口増政策課）

コミバスの運行や北条鉄道、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、コミバスを 1 台増車のうえ、新たにフラワーセンター線を運行しま
す。また、北条鉄道開業 30 年・播州鉄道支線開通 100 年記念事業の実施、北条鉄道片道無料優
待券を発行します。
〈主な経費〉
3,668 万円

コミュニティバス負担金（ＫＡＳＡＩねっぴ～号）
コミュニティバス車両購入費 1,990 万円
バス対策補助金（路線バス） 2,120 万円
バス運営業務委託料（はっぴーバス） 1,513 万円
北条鉄道 100 年（30 年）記念事業負担金 100 万円
〈財

源〉

県庫支出金 1,103 万円／社会貢献広報事業交付金

800 万円／

ふるさと応援基金 40 万円／諸収入 591 万円／市の負担額 8,197 万円

播磨国風土記１３００年記念事業

４，２６０万円
（担当 播磨国風土記 1300 年事業推進室）

今年度、5 月 4 日・5 日に玉丘史跡公園で加西市播磨国
風土記 1300 年祭を行います。当日は、新作能・狂言の披
露やグルメフェアなどのイベントを開催します。
〈主な経費〉
播磨国風土記 1300 年記念事業委託料 4,000 万円
〈財

源〉

ふるさと応援基金 1,400 万円／市の負担額 2,860 万円

ふるさと創造事業

９００万円
（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。
〈主な経費〉
ふるさと創造会議交付金 900 万円
〈財

源〉

ふるさと応援基金 900 万円
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地域おこし協力隊事業

６５８万円
（担当 ふるさと創造課）

加西市に住民票を移し、市内の地域資源を活かした活動を行う都市部の若者 2 名の方を、地域
おこし協力隊として任命しています。定住を目指した地域活性化活動として支援することで、地
域力の維持・ 強化を図ります。
〈主な経費〉

〈財

地域おこし協力隊活動事業費 658 万円

源〉

市の負担額 658 万円

北条高校活性化事務補助

１，３００万円
（担当 人口増政策課）

北条高校において放課後に予備校講師が行う「アフタースクールゼミ事業」などの支援を行い
ます。
〈主な経費〉
北条高校活性化事務補助金 1,300 万円
〈財

源〉

市の負担額 1,300 万円

宅地供給・賃貸共同住宅等建設促進事業

１，００４万円
（担当 人口増政策課）

住宅建築をする方に市街化区域内の土地を売った土地所有者に、長期譲渡所得にかかる市民税
相当額を補助します（宅地供給促進補助）
。また、市内で新たに賃貸アパートを建設した方に固定
資産税相当額を 5 年間（単身者向けアパートは 10 年間）補助します（賃貸共同住宅等建設補助）。
〈主な経費〉

〈財

宅地供給事業補助金 420 万円

源〉

市の負担額 1,004 万円

賃貸共同住宅等建設補助金 584 万円

企業会計への繰出（下水道事業）

６億１，０８７万円
（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〉
下水道事業会計（公共下水）への繰出金 6 億 1,087 万円
〈財

源〉

市の負担額 6 億 1,087 万円
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小学校の管理運営

１６億１，７７７万円
（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・下里・賀茂・富田・西在田小学校校舎の耐震化工事
と、各小学校体育館の天井非構造部材落下防止工事を実施します。
〈主な経費〉
校舎耐震化事業（監理・工事）

14 億 2,142 万円

体育館の天井非構造部材落下防止事業費 6,595 万円
〈財

源〉

国庫支出金 2 億 7,809 万円／市の負担額 13 億 3,968 万円
（うち市の借金 11 億 2,590 万円）

中学校の管理運営

１億４，７３５万円
（担当 教育総務課）

市内 4 中学校の管理運営を行います。今年度は、各中学校武道場などの天井非構造部材落下防
止工事を実施します。
〈主な経費〉
武道場などの天井非構造部材落下防止事業費 8,200 万円
〈財

源〉

国庫支出金 1,279 万円／市の負担額 1 億 3,456 万円
（うち市の借金 6,870 万円）

特別支援学校の管理運営

３，５０９万円
（担当 教育総務課）

特別支援学校の管理運営を行います。今年度は、体育館の天井非構造部材落下防止工事を実施
します。
〈主な経費〉

〈財

体育館の天井非構造部材落下防止事業費 960 万円

源〉

市の負担額 3,509 万円
(うち市の借金 960 万円)
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図書館の管理運営

１億１，９３３万円
（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、
CD、
DVD など資料の充実に加えて、新たに学校からのニーズやテー
マに応じた本の団体貸出・返却の託送サービスなどを行い、一層
の図書館サービスの拡充を図ります。
〈主な経費〉

〈財

源〉

アスティアかさい管理費負担金 4,152 万円

ふるさと応援基金 100 万円／

学校図書館コーディネート事業費 409 万円

市町支援事業交付金 62 万円
市の負担額 1 億 1,771 万円

給食共同施設と単独校給食施設の管理運営

１億 ３１６万円
（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
ます。
〈主な経費〉
給食搬送業務委託料 2,500 万円

〈財

源〉

利用者負担額 1,080 万円／市の負担額 9,236 万円

米飯加工委託料 2,100 万円

公民館の管理運営

６，８７８万円
（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などのイベン
トを開催します。今年度は、善防公民館の空調設備を更新します。
〈主な経費〉
善防公民館空調設備更新費

〈財

源〉

利用者負担額 191 万円／市の負担額 6,687 万円

（工事・設計監理） 1,935 万円

（うち市の借金 1,450 万円）

体育施設の管理運営

４，１４４万円
（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の公立体育施設は、指定管理者制度を
活用し管理運営を行っています。市民の体力・技術向上の「場」を提供します。
〈主な経費〉
体育施設管理運営委託料 2,711 万円
市民グラウンドトイレ整備費 340 万円
〈財

源〉

ネーミングライツ料 72 万円／市の負担額 4,072 万円
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就学援助奨励費補助金事業

３，３０４万円
（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。
〈主な経費〉
小学校就学援助奨励費補助（要保護・準要保護児童、特別支援教育）1,800 万円
中学校就学援助奨励費補助（要保護・準要保護児童、特別支援教育） 1,504 万円
〈財

源〉

国支出金 48 万円／市の負担額 3,256 万円

スクールサポーター事業

２，５００万円
（担当 学校教育課）

児童生徒へのきめ細かな指導の充実を目指して、個別の支援が必要な児童生徒にはスクールア
シスタントを、複数指導による基礎学力定着のためにヤングアドバイザーを各小中学校に配置し
ます。今年度から、健康・安全面での支援や見守りが必要な児童生徒に対してスクールケアワー
カーを配置します。
〈主な経費〉
スクールアシスタント事業

1,518 万円

ヤングアドバイザー事業 623 万円
スクールケアワーカー事業
〈財

359 万円

源〉

国支出金 20 万円／市の負担額 2,480 万円

郷土資料保存整理事業

２６２万円
（担当 図書館）

郷土資料を永続的に保存・収集・整理し、誰もが郷土資料を手軽に利活用できるよう環境を整
えます。今年度は、青野原俘虜収容所が開設され 100 周年を迎えるにあたり、記念事業を行いま
す。
〈主な経費〉
青野原俘虜収容所総合解説書作成費 100 万円
青野原俘虜収容所開設 100 周年サッカー交流再現事業費 27 万円
史料保存整理委託料 16 万円
〈財

源〉

ふるさと応援基金 100 万円／市の負担額 162 万円

- 20 -

国の『地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策』
（12 月 27 日閣議決定）に伴う補正予算
により、加西市では、平成２７年度以降に実施する以下の事業を平成２６年度予算へ前倒し
します。前倒しすることにより、通常の国庫補助金のほか、国の臨時交付金や市債、交付税
の優遇措置により、市の負担額が軽減されます。

西在田小学校校舎耐震化事業

４億３，６９９万円
（担当 教育総務課）

平成 27 年度に実施する西在田小学校校舎耐震化事業の危険改築分について、平成 26 年度予算
へ前倒して実施します。
〈主な経費〉

〈財

工事費 4 億 3,699 万円

源〉

国庫支出金 4,848 万円／市の負担額 3 億 8,851 万円
(うち市の借金 3 億 8,840 万円)

ため池等整備事業

３３６万円
（担当 農政課）

県が事業主体となって行う農村地域防災減災事業について、
田原町のいがん谷・西垣内池地区、
牛居町の裏池地区のため池整備を実施します。
〈主な経費〉

〈財

県営事業負担金 336 万円

源〉
48 万円／市の負担額 288 万円

地元負担額

(うち市の借金 280 万円)

こども医療費助成事業

６，１５８万円
（担当 市民課）

小学 4 年生～中学 3 年生までの医療費（通院・入院とも）の自己負担額の全額を助成（所得要
件あり）します。
〈主な経費〉

〈財

こども医療費助成費 6,158 万円

源〉

国支出金 3,010 万円／県支出金

1,028 万円／

市の負担額 2,120 万円

子育てママ就職支援事業

９０万円
（担当 商工観光課）

出産や育児のために就業していない女性が、就職するために受講する教育訓練の費用の一部を
助成します。
〈主な経費〉
子育てママ就職支援補助金

〈財
90 万円

源〉

国支出金 90 万円
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商工振興事業

５，２４０万円
（担当 商工観光課）

市内の商店などで使用できる 20%プレミアム商品券を 2 億円分発行します（共通商品券事業補
助金）
。また、空店舗を活用して事業を開始する事業者に対して、事業開始費用の一部を助成しま
す（空き家店舗活用補助金）
。
〈主な経費〉

〈財

共通商品券事業補助金 4,200 万円

源〉

国支出金 5,240 万円

空き店舗活用補助金 1,040 万円

地域版総合戦略・地方人口ビジョン策定事業

４００万円
（担当 人口増政策課）

人口ビジョンを踏まえ、地域の実情に応じた 5 ヵ年の目標・施策の基本的方向や具体的な施策
を策定します。
〈主な経費〉

〈財
225 万円

地域版総合戦略策定費
地方人口ビジョン策定費

源〉

国支出金 400 万円

175 万円

産官学連携地域創生事業

５００万円
（担当 ふるさと創造課）

神姫バス株式会社、兵庫県立大学と連携し、地元産業の活性化や定住促進事業を行います。
〈主な経費〉
産官学連携地域創生事業費

〈財
500 万円

源〉

市の負担額 500 万円

若者応援事業

７００万円
（担当 ふるさと創造課）

地域の空き店舗を活用し、シェアードオフィス機能を有する若者の交流スペースや若手起業家
のターミナルスポットとして活用できるよう整備します（若者ターミナルスポット運営事業）。ま
た、移住希望がある若者に対し、都市での相談会や加西市でのワークショップを実施し、加西市
の魅力の情報発信を行うとともに移住者の誘致を行います（人財創生事業）
。
〈主な経費〉

〈財

若者ターミナルスポット運営事業費 300 万円
人財創生事業費 400 万円
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源〉

国支出金 700 万円

地域農政推進対策事業

３，０６４万円
（担当 農政課）

新規就農者を支援するため、研修受け入れ農家へ支援、就農者の生活や初期投資、借農地にか
かる費用の一部を助成します（新規就農者支援事業補助）。新規の集落営農組織や認定農業者など
を対象に事業拡充に必要な設備投資等の一部を補助します（農業集落共同利用施設整備事業補助）
。
酒造好適米である山田錦の生産に対し補助を行うことで付加価値の高い農業を育成します（農産
物生産振興交付金）
。
〈主な経費〉
新規就農者支援事業補助金

〈財
1,284 万円

源〉

国支出金 2,330 万円／

農業集落共同利用施設整備事業補助金 780 万円

市の負担額 734 万円

農産物生産振興交付金 1,000 万円

ふるさとハローワーク運営事業

７３０万円
（担当 商工観光課）

地域の仕事情報を一元化し、情報提供を行うとともに研修や相談等を通した人材の育成や就労
支援を行います。
〈主な経費〉

〈財

ふるさとハローワーク運営費 730 万円

源〉

国庫支出金 730 万円
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