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平成３１年度予算の全体像 

 

平成 31年度加西市の予算総額は、453億 2,145万円 です。   

 

 

  一般会計予算  210億 5,000万円 

  

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

付金などが主な収入で、加西市の事業全般に使います。 

 平成 31年度は、30年度と比べて 9億円増加しています。 

 

  本年度予算額  対前年度比 

・一般会計 210億 5,000万円   ＋ 4.5％ 

 

 

  特別会計予算  116億 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 49億 9,200万円  △ 0.9％ 

・介護保険特別会計 48億 1,800万円  ＋ 0.4％ 

・後期高齢者医療特別会計 6億 7,500万円  ＋ 7.5％ 

・公園墓地整備事業特別会計 700万円  0.0％ 

   ・産業団地整備事業特別会計 11億 1,300万円   皆増 

   

   

  企業会計予算  126億 6,645万円 

  

 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 1億 1,163万円  ＋ 5.8％ 

・水道事業会計 16億 2,412万円  △ 6.7％ 

・下水道事業会計 43億 7,332万円  ＋ 7.5％ 

・病院事業会計 65億 5,738万円  △ 5.3％ 
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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。平成 31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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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。平成 31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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  公立保育所の運営  １２億６，４１８万円 

（担当 こども未来課） 

公立保育所の運営管理を行います。31年度は、泉中学校区に 32年度より開園予定の（仮称）泉こど

も園を整備します。 

〈主な経費〉               

（仮称）泉こども園建設事業（設計監理・工事） 9億 5,909万円                

別府幼児園解体事業 1,070万円 

管理運営費（職員人件費除く） 2億 9,439万円  

〈財  源〉 

 国支出金 7,361万円／県支出金 407万円／ 

保護者負担金など 1億 3,661万円／ 

 市の負担額 10億 4,989万円（うち市の借金 7億 9,210万円） 

 

  私立保育所等への補助  １０億９４２万円 

（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〉 

 私立認定ども園整備事業 2億 7,210万円 

 私立保育所等給付費交付金 6億 9,059万円              

一時預かり促進事業補助金 778万円 

 延長保育促進事業補助金 679万円 

病児・病後児保育事業補助金 1,475万円 

〈財  源〉 

 国支出金 4億 9,821万円／県支出金 1億 5,111万円／ 

保護者負担金 4,163万円／市の負担額 3億 1,847万円（うち市の借金 2,600万円） 

  

  総合支援アプリ開発事業  ４００万円 

（担当 情報政策課） 

 子育て支援や健診、予防接種など子育て世代向けの情報をはじめとして、多くの情報をスマートフォン

のプッシュ通知機能を活用し配信する総合アプリの開発・導入を行います。 

〈主な経費〉                     〈財  源〉  

 アプリ導入委託料 400万円          市の負担額 400万円 

 

 



 - 5 - 

 

 

  児童手当・児童扶養手当支給事業  ７億７，４２８万円 

（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 4,080万円     国支出金 4億 8,701万円／県支出金 9,670万円 

 児童手当給付費 6億 3,348万円         市の負担額 1億 9,057万円 

 

 

  小学校・中学校・特別支援学校の管理運営  ３億２，２５４万円 

（担当 教育総務課） 

市内の学校施設の管理運営を行います。31 年度は、北条小学校雨水貯留施設整備工事や日吉小

学校特別教室改修工事、泉中学校プールろ過装置更新工事等を実施します。 

〈主な経費〉 

北条小学校雨水貯留施設整備工事  5,350万円 

日吉小学校特別教室改修工事 2,170万円 

西在田小学校体育館屋根塗装工事 300万円 

泉中学校プールろ過装置更新工事 650万円 

修繕費 2,870万円 

備品購入費 870万円 

 

〈財  源〉 

市の負担額 3億 2,254万円（うち市の借金 6,970万円） 

 

 

  国際理解教育推進事業  ３，２０４万円 

（担当 学校教育課） 

 小中学校の児童生徒に国際理解を深めさせ、英語教育の充実と諸外国との相互理解を促進させるた

め、オンラインや地域人材を活用して、英語力及び学習意欲の向上を図ります。 

〈主な経費〉                   

外国語教育推進プラン 2,726万円 

英語能力検定補助 158万円 

中高コラボレーション事業 320万円 

     

〈財  源〉 

県支出金 55万円／利用者負担金 80万円／市の負担額 3,069万円 

 

 



 - 6 - 

 

 

  公民館・オークタウンの管理運営  ６，９９４万円 

（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〉                  

防犯カメラ設置事業 150万円       

オークタウン（クラブハウス）屋根雨漏り修繕 128万円             

 

〈財  源〉 

 利用者負担額 337万円／市の負担額 6,657万円 

 

  図書館の管理運営  １億２，２５４万円 

（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 など資料の充実を図ります。

また、空調設備改修工事の設計を実施します。 

〈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（設計） 565万円 

 

〈財  源〉 

 市の負担額 1億 2,254万円（うち市の借金 500万円） 

 

  総合教育センター事業  ５，０８７万円 

（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。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」等を実施します。 

〈主な経費〉                        

学校サポートチーム設置事業 191万円 

学校家庭地域の連携協力推進事業 479万円 

研修講座事業 100万円 

〈財  源〉 

県支出金 351万円／諸収入 20万円／ 

市の負担額 4,716万円
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  商工振興事業  ８，６４７万円 

（担当 産業振興課） 

新たな企業誘致の促進や商工業の振興を促進する事業を行います。31 年度は、市内小規模事業者

の事業継承、持続化事業にかかる費用の一部を補助する事業を新たに実施します。 

〈主な経費〉                        

 産業活性化支援（住宅リフォーム助成）事業 500万円   

 産業振興促進奨励事業 5,010万円 

 空き店舗活用補助事業 600万円 

 小規模事業者持続化事業 300万円 

 

〈財  源〉 

 市の負担額 8,647万円 

 

  プレミアム付商品券事業  ２億２，１１７万円 

（担当 産業振興課） 

10 月に予定されている消費税・地方消費税率引き上げに伴う、低所得者・子育て世帯の消費に与え

る影響を緩和し、地域における消費を換気・下支えするため、プレミアム付商品券の発行を実施します。 

〈主な経費〉                                 

商品券事業 2億 2,117万円 

 

〈財  源〉 

国支出金 5,617万円／商品券売上金 1億 6,500万円 

 

  農政推進事業  １億２７４万円 

（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 1,200万円 

 農業経営法人化等支援事業 80万円 

 法人化促進総合対策事業 750万円 

〈財  源〉 

県支出金 5,396万円／負担金等 342万円 

市の負担額 4,536万円 
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  多面的機能支払交付金事業  ２億９，６８０万円 

（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 8,972万円 

〈財  源〉 

 県支出金 2億 2,203万円／市の負担額 7,477万円 

 

 

  ため池・農業施設等整備事業   ７，９４７万円 

（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〉 

実施計画策定業務 1,700万円                    県支出金 6,980万円      

 ため池点検調査 1,000万円                      地元分担金 256万  

土地改良施設維持管理適正化事業 1,390万円         市の負担額 711万円 

 

 

  地域農政推進事業  ３，９０５万円 

（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〉                                〈財  源〉 

新規就農支援事業 1,000万円                   市の負担額 3,905万円 

担い手育成施設整備支援事業 1,300万円 

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 

 

 

 

 

県支出金 6,980万円 

地元分担金 256万円 

市の負担額 711万円 



 - 9 - 

 

 

  林業振興管理事業   １，３２０万円 

（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 543万円      

 緊急防災林整備事業 474万円                  諸収入 30万円   

「森林管理 100％作戦」推進事業 129万円           市の負担額  747万円 

 

 

  地籍調査事業  ４，８０９万円 

（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 3,932万円      県支出金 3,600万円 

市の負担金 1,209万円 

 

 

  企業会計・特別会計への繰出  

（農業共済・下水道事業・産業団地整備事業） 
３億９，４２６万円 

（担当 管理共済課・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。また、31年度より、加西インター周辺に整備する産業団地整備事業への繰出を行いま

す。 

〈主な経費〉 

 農業共済事業会計への繰出金  3,041万円 

 下水道事業会計（農業集落排水）への繰出金  3億 3,685万円 

 産業団地整備事業特別会計への繰出金 2,700万円 

〈財  源〉 

 市の負担額 3億 9,426万円 
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  高齢者福祉事業（介護保険サービス除く）  ８，１９６万円 

（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〉 

 高齢者入所支援事業 3,471万円 

 老人クラブ活動助成事業 1,539万円 

 シルバー人材センター運営事業 967万円 

 住宅助成事業 1,032万円 

〈財  源〉 

 県支出金 1,408万円／利用者負担金 318万円 

市の負担額 6,470万円 

 

 

  福祉医療費助成事業  ３億３，０２０万円 

（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。（所得要件あり） 中学校 3年生までの医療費（通院・入院とも）に

ついては、自己負担はありません。 

〈主な経費〉 

乳幼児等医療助成費 1億 790万円 

こども医療費助成費 6,598万円 

重度心身障害者医療助成費 7,489万円 

高齢重度心身障害者特別医療助成費 5,580万円 

高齢期移行助成費 1,256万円 

母子家庭等医療助成費 925万円 

〈財  源〉 

 国支出金 136万円／県支出金 1億 674万円／ 

広域連合支出金 1,200万円／市の負担額 2億 1,010万円 
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  母子保健事業  ３，８２７万円 

（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。31 年度より、これまで女性不妊治療に行っていた特定不妊治療助成

を男性不妊治療へも実施します。 

〈主な経費〉                           〈財  源〉 

 妊婦健康診査助成事業 2,345万円           国支出金 232万円 

特定不妊治療助成事業 290万円            県支出金 2万円 

男性不妊治療助成事業 10万円             市の負担額 3,593万円 

 新生児聴覚検査助成事業 165万円 

産婦健康診査助成事業 350万円 

 

  健康推進対策事業  ７，７２８万円 

（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。28 年度から実施してい

る運動ポイント事業は、31 年度より従来の活動量計からスマートフォンを活用したシステムに移行しま

す。 

〈主な経費〉                       

がん検診委託料 2,400万円 

医療機関診査業務委託料 1,884万円 

運動ポイント事業費 1,616万円 

〈財  源〉 

 国支出金 45万円／県支出金 343万円／ 

諸収入 989万円／市の負担額 6,351万円 

 

  予防事業  １億１，８６４万円 

（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。31年度より、男性への風疹抗体検査及び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 900万円 

 任意接種委託料 250万円 

  （うち 風疹抗体検査・予防接種 100万円） 

中学 3年生へのピロリ菌検査実施事業 250万円 

〈財  源〉 

 県支出金 107万円／市の負担額 1億 1,757万円 
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  障がい者福祉事業  １３億３，４４６万円 

（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） 9億円 

 善防園管理運営委託料 1億 964万円  自立支援医療等給付費（透析など） 3,076万円 

   相談支援事業委託料 2,705万円  福祉タクシー賃借料 573万 

障害児通所給付費 8,824万円 

〈財  源〉 

国支出金 5億 5,712万円／県支出金 2億 7,614万円／ 

社会福祉施設給付費収入など 1億 1,137万円／市の負担額 3億 8,983万円 

 

  生活保護対策事業  ４億３，７８０万円 

（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 4億 190万円               国支出金 3億 2,244万円 

生活困窮者自立支援事業 3,053万円             県支出金 355万円 

                                     市の負担額 1億 1,181万円 

  

  企業会計・特別会計への繰出  

（病院・国保・介護・後期高齢特会）  
２２億３，４９２万円 

（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 4億円  

介護保険特別会計への繰出金 7億 5,000万円 

後期高齢者医療特別会計への繰出金 1億 8,492万円 

〈財  源〉 

国支出金 6,282万円／県支出金 2億 7,543万円／市の負担額 18億 9,667万円 
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  塵芥処理事業・最終処分場事業  

し尿収集・処理事業  
４億８，８９０万円 

（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、28年度より粗大ごみ拠点回収を本格実施しています。 

 し尿は市内全域で民間委託により収集し、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。28年度から、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 3,450万円 

 廃棄物処理委託料 1億 1,150万円 

 最終処分場延命化事業 6,900万円 

 し尿処理施設包括運転管理業務委託料 8,984万円 

 し尿収集委託料 5,800万円 

〈財  源〉 

 利用者負担額等 9,666万円／市の負担額 3億 9,224万円（うち市の借金 5,170万円） 

 

  企業会計への繰出（上水道・下水道事業）  ５億１，０４３万円 

（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〉 

 上水道事業会計への繰出金 1,635万円 

 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 9,408万円 

〈財  源〉 

 市の負担額 5億 1,043万円 

 

  道路等整備事業  ５億８，９０７万円 

（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。30 年度に引き続き、西谷坂元

線・（仮）鶉野飛行場線の整備工事などを実施します。 

〈主な経費〉 

西谷坂元線整備費 6,000万円   （仮）鶉野飛行場線整備費 2億 2,260万円 

道路維持修繕 1億円         市道拡幅整備費 1,930万円  

橋梁点検・修繕 5,400万円 

〈財  源〉 

国支出金 1億 8,270万円／市の負担額 4億 637万円（うち市の借金 2億 2,980万円） 
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  耐震化促進事業  １，５７２万円 

（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。31年度は地震等の

自然災害に対し通行者の安全を確保するため、道路沿いの危険性の高いブロック塀の撤去に対し支援

を行います。  

〈主な経費〉                            〈財  源〉 

簡易耐震診断委託料 62万円                国支出金 786万円 

耐震改修助成事業 1,510万円               県支出金 471万円 

（うち危険ブロック塀撤去助成 400万円）         市の負担額 315万円 

 

  都市再生整備事業  ９，５１５万円 

（担当 鶉野未来課） 

 鶉野飛行所跡地周辺の歴史遺産を活かした観光整備を行い、市内外の観光客の誘致と地域住民が

ともに憩い交流する観光まちづくりを図ります。31 年度は散策歩道や北条鉄道歩行者用踏切、法華口

駅前広場等の整備を実施します。 

〈主な経費〉 

散策用歩道整備工事 5,500万円 

展望広場駐車場整備工事 1,200万円 

防空壕情報板整備工事 1,070万円 

〈財  源〉 

 国支出金 3,770万円／市の負担額 5,745（うち市の借金 4,500万円） 

 

  消防事業（常備消防・非常備消防・防災基盤整備）  ８億５６７万円 

（担当 危機管理課） 

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 8,000万円 

 消防団運営費 8,742万円 

 小型動力ポンプ積載車等購入費 2,700万円 

 鶉野飛行場跡地整備事業 1,000万円 

〈財  源〉 

県支出金 14万円／諸収入 4,740万円 

市の負担額 7億 5,813万円(うち市の借金 2,350万円) 
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  空がつなぐまち・ひとづくり交流事業  １億４，０００万円 

担当  文化観光スポーツ課・鶉野未来課・農政課   

 人口増政策課・きてみて住んで課・生涯学習課  

地方創生推進交付金を活用し、平和学習などの鶉野飛行場跡関連観光事業や地域づくりの新たな

担い手として期待される地域外の人材「関係人口」を創出するための関係人口づくり事業、地域活性化

拠点施設の実施設計やモバイルガイドシステムの構築を行う地域活性化拠点整備関連事業を実施しま

す。 

〈主な経費〉 

 鶉野飛行場跡関連観光事業 2,000万円 

 地元ブランドづくり事業 500万円 

 関係人口づくり事業 600万円 

地域活性化渠底整備関連事業 9,400万円 

〈財  源〉 

国支出金 7,000万円／市の負担額 7,000万円(うち市の借金 1,330万円) 

 

 若者の定住促進事業  ７，３００万円 

（担当 人口増政策課・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や、市内の民間賃貸住宅に

居住する新婚世帯に対して補助します。31 年度より、加西市外へ公共交通機関を利用して通学する学

生の通学定期券購入費の一部を助成し、学生の地元定着を促進します。 

〈主な経費〉                             

 若者世帯定住促進住宅補助金 3,600万円         

 新婚世帯向け家賃補助金 2,000万円          

UJI ターン促進補助事業 1,600万円 

通学定期券購入補助事業 100万円 

〈財  源〉 

 市の負担額 7,300万円 
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  北条鉄道行き違い設備整備事業  ７，１３３万円 

（担当 人口増政策課） 

 ＪＲ加古川線や神戸電鉄との接続を改善するため、北条鉄道の法華口駅で実施する車両の行き違い

設備の整備を支援し、利用者の利便性の向上を図ります。 

〈主な経費〉 

北条鉄道設備整備費補助金 7,133万円 

〈財  源〉 

寄附金 5,000万円 

市の負担額 2,133万円（うち市の借金 2,130万円） 

 

 

  高速泉バス停駐車場整備事業  ２，９００万円 

（担当 人口増政策課） 

 中国自動車道の高速泉バス停に駐車場を整備することで駐車可能台数を増加し、利用者の利便性の

向上を図ります。 

〈主な経費〉 

高速泉バス停駐車場整備事業 2,900万円 

〈財  源〉 

 市の負担額 7,000万円(うち市の借金 1,330万円) 

 

 

  公共施設トイレ改修事業  １，３００万円 

（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 1,300万円             市の負担額 1,300万円(うち市の借金 1,170万円) 
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  第６次加西市総合計画等策定事業  ５００万円 

（担当 人口増政策課） 

 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。また、地域創生と人口減少に取り組むための指針となる地域創生戦略を合わせて改定し

ます。 

〈主な経費〉                          〈財  源〉 

総合計画等策定事業 500万円             市の負担額 500万円 

 

 

  北条高校活性化事務補助  １，０００万円 

（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 700万円 

北条高校活性化協議会負担金 300万円 

〈財  源〉 

寄附金 300万円／市の負担額 700万円 

 

 

  ふるさと創造事業  １，６８５万円 

（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 1,685万円 

 

〈財  源〉 

市の負担額 1,685万円 
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  地域おこし協力隊事業  ９３７万円 

（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、定住を目指した地域活性化活動を支援しています。 

〈主な経費〉                    

地域おこし協力隊活動事業費 ９３７万円 

〈財  源〉 

市の負担額 ９３７万円 

 

 

  若者応援事業  ６０７万円 

（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 527万円 

若者応援事業助成金 80万円 

 

〈財  源〉 

市の負担額 607万円 

 

 

  播磨国風土記事業  １，１００万円 

（担当 文化観光スポーツ課） 

 5月 4日に「第 4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 453万円 

 加西能開催事業 607万円 

 風土記講座開催事業 40万円 

 

〈財  源〉 

 市の負担額 1,100万円 
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■平成 31年度 わかりやすい加西市の予算 

 

■発行 平成 31年 3月 

 

■編集 加西市総務部財政課 


