
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

目 次 
 

 

 
 

 

平成２８年度予算の全体像      １ 

 

 

歳入の状況（一般会計予算）           ２ 

 

 

歳出の状況（一般会計予算）           ３ 

 

 

平成２８年度の主要事業について 

 

① 福祉と子育て支援に関する予算   ４～７ 

 

 

② 環境衛生と健康づくりに関する予算       ８～10 

 

 

③ 農林業・産業振興に関する予算   11～13 

 

 

④ まちづくりに関する予算    14～17 

 

 

⑤ 教育に関する予算      18～21 

 

 

 

 

 

 

 



 - 1 - 

平成 28年度予算の全体像 
 

平成 28年度加西市の総予算は、455億 5,780万円 です。   

 

 

  一般会計予算  199億 7,000万円  

  

加西市の行政運営の基本的な経費を計上した予算です。税金や国、県からの交付

金などが主な歳入で、加西市の事業全般に使います。 

 平成 28年度は、27年度と比べて 5億 1,000万円減少しています。 

 

 本年度予算額 対前年度比 

・一般会計 199億 7,000万円  △ 2.5％ 

 

 

  特別会計予算  113億 8,500万円 

 

 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 61億 1,900万円  + 1.8％ 

・介護保険特別会計 45億 6,300万円  + 5.9％ 

・後期高齢者医療特別会計 5億 6,200万円  + 2.9％ 

・公園墓地整備事業特別会計 5,200万円  +205.9％ 

・宅地造成事業特別会計 8,900万円  + 43.5％ 

    

   

   

 

  企業会計予算  142億 280万円 

  

 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、以下の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 9,297万円  △  6.2％ 

・水道事業会計 17億 5,494万円  △  1.9％ 

・下水道事業会計 47億 5,504万円  △  2.7％ 

・病院事業会計 75億 9,985万円  △  1.6％ 



 - 2 - 

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 28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、使い道は

限定されません 

市 債 市の借金 

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 

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 

市税

66億7690万
33.4%

地方交付税

38億200万
19.0%

市債

22億7,910万

11.4%

国庫支出金

20億8,989万
10.5%

県支出金

14億1,150万
7.1%

地方譲与税等

13億1,200万

6.6%

繰入金

10億7,631万

5.4%

その他

13億2,230万

6.6%

歳入総額 

199億円

7,000万円 
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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

28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 

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 

土木費 道路や公園の整備などにかかる費用 

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 

民生費

67億7,058万

33.9%

教育費

16億4,058万

8.2%

衛生費

25億3,998万

12.7%

総務費

25億4,732万

12.8%

土木費

17億1,729万

8.6%

公債費

16億8,543万

8.4%

農林水産業費

11億4,984万

5.8%

消防費

7億8,823万

4.0%

商工費

5億6,654万

2.8%

その他

5億6,420万

2.8%

歳出総額 

199億

7,000万円 
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  ４・５歳児保育料無料化事業  ７，８４９万円 

（担当 こども未来課）   

子育て支援の充実と負担軽減を図るため、公私立保育施設の４・５歳児の保育料を 28年度から給食費

等の実費相当まで引き下げます。 

〈主な経費〉                        

４・５歳児の保育料無料化に伴う費用 7,849万円 

〈財  源〉 

 市の負担額 9万円／ふるさと応援基金 7,840万円  

 

  公立保育所の運営  ６億９，８０６万円 

（担当 こども未来課）   

公立保育所の運営管理を行います。28 年度は、加西中学校区に（仮称）加西こども園を整備する工事

や、北条小学校区に（仮称）北条西こども園を整備するための設計などを実施します。 

〈主な経費〉                        

工事費（（仮称）加西こども園整備）5億 197万円 

設計委託料（（仮称）北条西こども園整備）1,127万円 

〈財  源〉 

 国支出金 442万円／県支出金 442万円／ 

保護者負担金など 9,306万円／ 

 市の負担額 5億 9,616万円（うち市の借金 4億 8,710万円） 

 

  私立保育所等への補助等  ５億４，５８７万円 

（担当 こども未来課）   

私立保育所の運営や一時預かり、延長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 5億 1,431万円              

一時預かり促進事業補助金 158万円 

 延長保育促進事業補助金 1,569万円 

病児・病後児保育事業補助金 1,123万円 

〈財  源〉 

 国支出金 1億 7,511万円／県支出金 1億 222万円／ 

保護者負担金など 4,382万円／市の負担額 2億 2,472万円 
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  福祉医療支給事業  ３億４，４４８万円 

（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（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 1億 1,044万円 

こども医療費助成費 6,366万円 

重度心身障害者医療助成費 7,249万円 

高齢重度心身障害者特別医療助成費 5,158万円 

老人医療助成費 1,321万円 

母子家庭等医療助成費 968万円 

〈財  源〉 

 国支出金 136万円／県支出金 1億 884万円／ 

広域連合支出金 1,200万円／市の負担額 2億 2,228万円 

 

  臨時福祉給付事業・年金生活者等支援臨時福祉給付事業  1億９，３４８万円 

（担当 福祉企画課）   

 消費税増税の影響による所得の低い方への負担を緩和するため、また賃金引き上げの恩恵がおよび

にくい方を支援するため、臨時的に給付金を支給します。 

〈主な経費〉                  

臨時福祉給付金 3,990万円           

年金生活者等支援臨時福祉給付金 1億 4,100万円 

※平成 27年度予算を繰り越して実施 

〈財  源〉 

 国支出金 1億 9,348万円 

  

  児童手当・児童扶養手当支給事業  ８億 ３５１万円 

（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 1,957万円    国支出金 5億 1,542万円／県支出金 1億 419万円 

 児童手当給付費 6億 8,394万円        ／市の負担額 1億 8,390万円 
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  障がい者福祉事業  １０億７，７６８万円 

（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） 7億 3,340万円 

 善防園管理運営委託料 9,655万円  自立支援医療等給付費（透析など） 2,763万円 

   相談支援事業委託料 2,437万円 

〈財  源〉 

国支出金 4億 3,158万円／県支出金 2億 1,262万円／ 

社会福祉施設給付費収入など 9,420万円／市の負担額 3億 3,928万円 

 

  生活保護対策事業  ３億９，９４６万円 

（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。28 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 7,759万円    生活困窮者自立支援事業 1,585万円 

  生活保護事業 602万円 

〈財  源〉 

 国支出金 2億 9,720万円／県支出金 773万円／市の負担額 9,453万円 

 

  高齢者福祉事業（介護保険サービス除）  ８，７９１万円 

（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 1,553万円 

シルバー人材センター運営補助金 1,138万円 

住宅助成費 1,836万円 

敬老月間事業委託料 400万円 

〈財  源〉 

 県支出金 1,902万円／施設入所措置費負担金など 364万円／市の負担額 6,525万円 
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  つどいの広場事業  ４，０７７万円 

（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を実施します。 

〈主な経費〉 

 子育てひろば事業費 2,024万円 

 児童療育事業費 2,053万円 

  

〈財  源〉 

 国支出金 918万円／県支出金 918万円／ 

市の負担額 2,241万円 

 

 

  子育て支援事業  ５５７万円 

（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 310万円 

 こんにちは赤ちゃん事業費 181万円 

〈財  源〉 

 国支出金 111万円／県支出金 113万円／ 

利用者負担額 9万円／市の負担額 324万円 

 

 

  特別会計への繰出（介護・国保・後期高齢特会）  １３億４，９０９万円 

（担当 国保医療課・長寿介護課）  

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〉 

国民健康保険特別会計への繰出金 4億 8,733万円  

介護保険特別会計への繰出金 6億 9,000万円 

後期高齢者医療特別会計への繰出金 1億 7,176万円 

〈財  源〉 

国支出金 5,059万円／県支出金 2億 5,828万円／市の負担額 10億 4,022万円 
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  し尿収集・処理事業  ４億３，６６９万円 

（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。27年度からの 2か年計画で、し尿などを公共下水道へ放流できるよう改修します。また 28年度から、

衛生センターの運転管理を包括委託し、経費の削減を図ります。                       

〈主な経費〉 

 衛生センター改修事業費（監理・工事） 2億 8,207万円 

 し尿収集委託料 6,500万円 

〈財  源〉 

 利用者負担額 9,298万円／市の負担額 3億 4,371万円 

（うち市の借金 2億 1150万円） 

 

 

  塵芥処理事業費  ２億８，４１６万円 

（担当 環境課）  

 平成 26 年度から、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 4,419万円 

 廃棄物処理委託料 1億 650万円 

〈財  源〉 

 利用者負担額 2,017万円／市の負担額 2億 6,399万円 

 

 

 

  火葬場管理費  ２，８１７万円 

（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 547万円 

〈財  源〉 

 利用者負担額 1,184万円／市の負担額 1,633万円 

 

 



 - 9 - 

 

 

  環境保全対策事業  １，６３０万円 

（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。27年度

に引き続き、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。

また 28年度は、第二次加西市環境基本計画を策定します。 

〈主な経費〉 

 住宅用太陽光発電システム設置補助金 300万円 

 電気自動車導入補助金 100万円 

 環境基本計画策定業務委託料 500万円 

〈財  源〉 

 県支出金 66万円／ＮＣＳ権利金 59万円／市の負担額 1,505万円 

 

 

  予防事業  １億１，２４３万円 

（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 1,000万円 

 予防接種助成費 74万円 

〈財  源〉 

 県支出金 35万円／市の負担額 1億 1,208万円 

 

 

  救急医療対策事業  ５６１万円 

（担当 健康課）  

医師会や歯科医師会、県内市町と連携し、休日や年末年始の救急医療・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 

〈財  源〉 

 市の負担額 561万円 
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  母子保健事業  ３，２８８万円 

（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、特定不妊治療に要

する費用の一部を助成します。また 28年度より産後ケア事業を開始します。 

〈主な経費〉 

 妊婦健康診査委託料・助成費 2,375万円 

特定不妊治療費助成費 300万円 

 産後ケア委託料・助成費 143万円 

〈財  源〉 

 国支出金 46万円／市の負担額 3,242万円 

 

  健康推進対策事業  ７，８２７万円 

（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、「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、地域の商品券や電子マネーポイント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 2,500万円 

医療機関診査業務委託料 1,800万円 

基本診査委託料 328万円 

運動ポイント事業費 1,918万円 

〈財  源〉 

 国支出金 1,846万円／県支出金 308万円／参加者負担額等 989万円／市の負担額 4,684万円 

 

  企業会計への繰出（病院・上水道・下水道事業）  １１億６，８４８万円 

（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 9億円  上水道事業会計への繰出金 3,678万円 

 下水道事業会計（コミュニティプラント）への繰出金 2億 3,170万円 

〈財  源〉 

 ふるさと応援基金 2,590万円／市の負担額 11億 4,258万円（うち市の借金 1,810万円） 
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  産業振興促進事業  ２億５，０００万円 

（担当 産業振興課） 

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、企業誘致や中小企

業の振興を促進します。 

〈主な経費〉                          〈財  源〉 

 産業奨励促進奨励金 2億 5,000万円         市の負担額 2億 5,000万円 

 

 

 

  産業活性化支援（住宅リフォーム助成）事業  ５００万円 

（担当 産業振興課） 

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、商工業の活性化を図ります。 

〈主な経費〉                          〈財  源〉 

 産業活性化支援事業補助金 500万円        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）  ４，３５５万円 

（担当 産業振興課） 

 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。

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。 

〈主な経費〉                            〈財  源〉 

 若者世帯定住促進（持家推進）補助金 2,415万円   ふるさと応援基金 2,240万円／ 

 新婚世帯向け家賃補助金 1,940万円           市の負担額 2,115万円 

 

 

 

  金融対策事業  ３１９万円    

（担当 産業振興課） 

市内中小企業への事業資金融資の斡旋を行い、保証料及び利子の一部を市が負担します。 

〈主な経費〉                           〈財  源〉 

 中小企業事業資金融資利子補給金 181万円     市の負担額 319万円 

融資保証料負担金 138万円 
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  鳥獣被害防止対策事業  ５，０５３万円 

（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 3,800万円 

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 353万円 

〈財  源〉 

 県支出金 1,267万円／市の負担額 3,786万円 

 

 

  多面的機能支払交付金事業  ２億９，８２７万円 

（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

て支援を行います。 

〈主な経費〉 

 多面的機能支払交付金 2億 8,977万円 

〈財  源〉 

 県支出金 2億 2,582万円／市の負担額 7,245万円 

 

 

  ほ場整備事業（団体営事業） １，５００万円 

（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 

〈財  源〉 

県支出金 1,500万円 

   

（整備前） （整備後） 
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  地籍調査事業  ４，３０９万円 

（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  源〉 

 土地調査委託料 3,234万円    県支出金 3,225万円 

市の負担金 1,084万円 

 

  新規就農支援事業  １，２６０万円 

（担当 農政課） 

 新規就農者に対して経営自立安定化、機械施設整備、農地賃借料、住居費等の支援を行います。

また、研修受入先の専業農家に対しての支援も行います。 

 

〈主な経費〉                    〈財  源〉 

新規就農支援事業補助金 1,260万円   市の負担額 1,260万円 

 

 

  緊急防災林整備事業  １，０２４万円 

（担当 農政課） 

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

を行います。 

 

〈主な経費〉                   〈財  源〉 

森林防災林整備補助金 1,024万円   市の負担額 1,024万円 

                     

 

 

  企業会計への繰出（農業共済・下水道事業） ３億 ８０６万円 

（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  2,679万円 

 下水道事業会計（農業集落排水）への繰出金  2億 8,127万円 

〈財  源〉 

 市の負担額 3億 806万円 
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  道路等整備事業  ６億６，４７８万円 

（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。28 年度は西谷坂元線・鶉野飛行

場線の工事や鶉野飛行場周辺整備などを実施します。 

〈主な経費〉 

西谷坂元線関連整備費 1,980万円 

鶉野飛行場周辺道路整備費 3億 7,220万円 

道路維持修繕工事費（玉丘常吉線など） 1億 2,000万円 

市道都市計画 2号線等整備費 1,800万円 

橋梁修繕及び定期点検 3,776万円 

〈財  源〉 

 国支出金 1億 8,175万円／市の負担額 4億 8,303万円（うち市の借金 2億 8,230万円） 

 

  西高室地区の土地区画整理事業  ８，７３４万円 

（担当 都市計画課） 

 西高室地区の区画整理により道路・水路等を整備し、住宅地の造成を行うため加西市西高室土地区

画整理組合へ助成します。 

〈主な経費〉 

 加西市西高室土地区画整理組合への助成金 

（測量・工事など） 8,700万円 

〈財  源〉 

 国支出金 1,580万円／ 

市の負担額 7,154万円（うち市の借金 5,090万円） 

 

 

  公園維持管理事業  ２，５９６万円 

（担当 都市計画課） 

 快適・安全・安心して公園を利用できるよう市内の都市公園や一般公園の維持管理・修繕等を行いま

す。 

〈主な経費〉 

公園維持管理委託料 1,800万円 

修繕料           300万円 

〈財  源〉 

  市の負担額 2,596万円 
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  消防事業（常備消防・非常備消防・防災基盤整備）  ７億８，８２４万円 

（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 8,751万円 

 消防団運営費 8,994万円 

 小型動力ポンプ積載車等購入費 1,079万円 

〈財  源〉 

県支出金 21万円／諸収入 4,267万円／市の負担額 7億 4,536万円  

(うち市の借金 530万円) 

 

  災害・防犯対策事業  ５，４５７万円 

（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 

 消防防災サイレン整備工事費 2,400万円 

 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） 140万円 

〈財  源〉 

諸収入 10万円／ 

市の負担額 5,447万円(うち市の借金 2,400万円) 

 

  市民会館管理運営  ６億３，３３０万円 

（担当 文化・観光・スポーツ課） 

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。28年度も 27年度に引き続き、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 4,157万円 

 文化ホール耐震化等事業費（設計監理・工事）5億 8,660万円 

〈財  源〉 

国支出金 2億 2,934万円／市の負担額 4億 396万円 

（うち市の借金 2億 7,210万円） 
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  公共交通政策事業  ７，７７１万円 

（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。28 年度も 27 年度に引き続き、北条鉄道片道無料優待券の発行、コミバス・路線バスの運

行が円滑に進むよう補助金や負担金を支出します。 

〈主な経費〉 

コミュニティバス負担金（ＫＡＳＡＩねっぴ～号） 3,087万円 

バス対策補助金（路線バス） 2,255万円 

バス運営業務委託料（はっぴーバス） 1,499万円 

  北条鉄道利用促進負担金 120万円 

〈財  源〉 

県支出金 1,135万円／諸収入 1,081万円／ 

市の負担額 5,555万円 

 

  播磨国風土記事業  ２，３６０万円 

（担当 文化・観光・スポーツ課） 

平成 27 年 5 月に玉丘史跡公園にて 2 日間にわたり開催された

「加西市播磨国風土記 1300年祭」を 28年度は、「加西薪能」、「こど

も狂言」として行います。 

〈主な経費〉 

播磨国風土記事業委託料 2,100万円 

〈財  源〉 

ふるさと応援基金  2,100万円／市の負担額 260万円 

 

  ふるさと創造事業  １，１２０万円 

（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。現在 9校区で取組が始まっており、28年度は新たに残り 2校区の設置を目指し

ます。 

〈主な経費〉 

ふるさと創造会議交付金 1,120万円 

 

〈財  源〉 

ふるさと応援基金 1,120万円 
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  地域おこし協力隊事業  １，３５９万円 

（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を、地域おこし協力隊

として任命しています。28.年度は、2 名増員の 4 名体制で、定住を目指した地域活性化活動として支援

することで、地域力のさらなる強化を図ります。 

〈主な経費〉                    

地域おこし協力隊活動事業費 1,359万円 

〈財  源〉 

市の負担額 1,359万円 

 

  北条高校活性化事務補助  ９１０万円 

（担当 人口増政策課） 

北条高校活性化協議会を通じて、放課後に塾や予備校講師が行う「アフタースクールゼミ事業」など

の支援を行い、同校の進学率のアップを図ります。          

〈主な経費〉 

北条高校活性化事務補助金 910万円 

〈財  源〉 

市の負担額 910万円 

 

  宅地供給・賃貸共同住宅等建設促進事業  １，２９４万円 

（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。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。 

〈主な経費〉                        〈財  源〉 

 宅地供給事業補助金 480万円            市の負担額 1,294万円 

 賃貸共同住宅等建設補助金 814万円 

 

  企業会計への繰出（下水道事業）  ６億２，０１２万円 

（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〉                                〈財  源〉 

下水道事業会計（公共下水）への繰出金 6億 2,012万円   市の負担額 6億 2,012万円 
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  小学校の管理運営  ２億５，９１９万円 

（担当 教育総務課） 

市内11小学校の管理運営を行います。27年度の西在田小学校新校舎完成で耐震化率は100％とな

りましたが、28年度は残りの校舎解体と外構等の屋外環境整備を行います。 

〈主な経費〉 

旧校舎解体事業（監理・工事）  1億 3,275万円 

 

〈財  源〉 

国支出金 1,633万円／市の負担額 2億 4,286万円 

（うち市の借金 9,520万円） 

 

 

  中学校の管理運営  ７，３１２万円 

（担当 教育総務課） 

 市内 4中学校の管理運営を行います。28年度は、市内中学校のプールの浄化装置の更新・改修を行

います。 

〈主な経費〉 

 プール浄化装置更新・改修工事費 600万円 

〈財  源〉 

市の負担額 7,312万円 

 

 

 

  給食共同施設と単独校給食施設の管理運営  ８，９４３万円 

（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 1,900万円     

 米飯加工委託料 2,001万円 

 

〈財  源〉 

利用者負担額 1,000万円／市の負担額 7,943万円 
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  学力向上プロジェクト事業  ８００万円 

（担当 学校教育課） 

 学力向上プロジェクト事業として、市内の各小中特別支援学校図書を充実させます。これにより、児童

生徒の読書への興味・関心を高め、読書活動のさらなる充実を図るとともに、学力調査等で課題となっ

ている「読解力」の向上を図ります。 

〈主な経費〉                   

小中特別支援学校図書購入 800万円 

     

〈財  源〉 

ふるさと応援基金 800万円 

  

 

  公民館の管理運営  ４，９１０万円 

（担当 生涯学習課） 

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。 

〈主な経費〉                  

北部公民館エアコン更新費 107万円       

公民館等管理費 283万円             

 

〈財  源〉 

 利用者負担額 203万円／市の負担額 4,707万円 

 

 

  体育施設の管理運営  ４，２３７万円 

（担当 文化・観光・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 3,040万円 

加西球場等修繕料 300万円 

 

〈財  源〉 

ネーミングライツ料 71万円／ 

  市の負担額 4,166万円 
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  歴史文化基本構想策定事業  ５００万円 

（担当 生涯学習課） 

市内の歴史文化資源や歴史文化を活かしたまちづくりを行います。28 年度は、策定に向けて近世の

石造物等を中心に調査を行います。 

〈主な経費〉                      〈財  源〉 

写真撮影・データベースの作成 330万円   国支出金 400万円／市の負担額 100万円 

 

 

  スクールサポーター事業  ２，７４１万円 

（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、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各学校に配置します。加えて 28 年度から、部活動

への専門的な指導を行う外部指導者を配置し、生徒の部活動にかける強い思いや夢、希望などを実現

するサポートを行います。 

〈主な経費〉 

スクールアシスタント事業 2,106万円 

ヤングアドバイザー事業 157万円 

スクールケアワーカー事業 255万円 

部活動外部指導者事業 121万円 

〈財  源〉 

国支出金 10万円／市の負担額 2,731万円 

 

 

     就学援助奨励費補助金事業  ３，５５２万円 

（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） 1,949万円 

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） 1,603万円 

〈財  源〉 

国支出金 54万円／市の負担額 3,498万円 
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  図書館の管理運営  １億１，９３２万円 

（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

たに学校の調べ学習用の資料や幼児園等用の絵本を図書館で一括購入し、学校園へ貸し出すという

サービスを実施します。 

〈主な経費〉                   

図書資料等購入         1,400万円     

幼児・学校図書用一括購入    200万円     

 

〈財  源〉 

 ふるさと応援基金 300万円／ 

 市の負担額 1億 1,632万円 

 

 

  総合教育センター事業  ４，２３３万円 

（担当 総合教育センター） 

 総合教育センターでは、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、

教職員の研究研修を行っています。28 年度は、新たにタブレット端末を活用した ICT 教育の充実や、市

内の小中・小小学校間の連携を充実させる小中連携教育や小小連携教育を実施します。 

〈主な経費〉                        

ICT教育事業 100万円 

小中・小小連携教育強化事業 132万円 

〈財  源〉 

県支出金 54万円／ふるさと応援基金 100万円／ 

諸収入 10万円／市の負担額 4,069万円 
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■平成 28年度 わかりやすい加西市の予算 

 

■発行 平成 28年 4月 1日 

 

■編集 加西市総務部財政課 


