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　平成 24 年度当初予算は、厳しい財政運営の中でも市
民の期待の大きい施策に重点配分した積極型予算です。
　特に人口増対策に主眼をおき、5万人都市再生に向け
た総合的な施策を展開します。

平成24年度予算の概要平成24年度   市長施政方針（要旨）

　2月 29 日開会の第 241 回加西市議会定例会で、西村
市長は平成 24 年度施政方針を述べました。
　施政方針は市の基本指針となるもので、担当部署はこ
れに基づき施策を実施します。

　施政方針の全文は、市ホームページに掲載しています。

【問合先】　財政課☎428710　※その他詳細は市ホームページをご覧ください

　加西市は、今年、市制施行45周年を迎えます。 
　いにしえの時代から営々と栄えてきたふるさと加西を、
心豊かな成熟社会とするべく、未来への希望を持続させる
ためには、新たな社会の担い手となる子どもたちがたくさ
ん生まれ、人口減少を止めねばなりません。
　「5万人都市再生」は、私たちの一人ひとりの心を繋ぐ
目標であり、地域再生のキーワードです。 

■市政運営の 3つの基本方針

①未来へ持続可能なまちづくり
　持続可能なまちづくりは、まず、人口の流出を止める
施策が必要です。そのためには、市街化調整区域におけ
る地域の特性に応じた土地利用や、新たな住宅地域づく
り、雇用の創出に向けた産業の活性化、未来を担う元気
あふれる子どもを育て、教育する環境等々を整えなけれ
ばなりません。

②住民が輝く地域づくり
　地域づくりの主役は、その地域に暮らす老若男女を問わ
ず一人ひとりの住民です。一人ひとりの住民の声や思いが
地域の中で生きるまちづくりが、住みやすく暮らしやすい
地域をつくると信じます。
 
③ 5万人都市再生に向けた総合計画、行財政改革プラン
の着実な実行
　平成 23 年 9月に策定した第 5次加西市総合計画では、
加西の元気力を引き出しつつ 5万人都市の再生を目指す
こととし、その具体化を図るために 30 の施策を掲げて
います。本年度策定しようとする行財政改革プランは、
その実施計画としての性格を併せ持つもので、健全な財
政基盤を確立し、行政サービスの向上と効率的な行政運
営を図りつつ、総合計画に定めた施策群の着実な実施を
図ろうとするものです。 
　さらに、市民サービスの充実のため、将来を見据えた
加西市のグランドデザインを描きながら、施設の再配置
や、事業の広域化に向けても検討を加えていきます。

■新年度の 5つの基本施策

①子どもが元気に育ちいきいきと活動する加西
　安全安心な学校づくりのために老朽施設の整備や耐震補
強工事を推進して行きます。学校給食については、市内4
中学校全てで実施するための新しい給食センターの設計に
着手します。

②雇用と経済が元気を取り戻す加西
　若者の市内企業への就職意欲の高揚と回帰志向を高める
ための「ふるさと就職支援事業」、市内事業者を利用して
個人の住宅リフォームを行った場合の「産業活性化支援事
業」を新規事業として取り組みます。

③誰もがみんな元気で安心して暮らせる加西
　子育て支援施策として、中学 3年生までの子どもの医
療費無料化を実現します。また、第 2子以降の保育料の
負担の軽減を図ります。

④地球に優しい環境都市加西
　自然と調和した多様なクリーンエネルギーのまちを推
進すべく、「加西市グリーンエナジー地域推進構想」を策
定のもと、「グリーンエナジーシティ宣言」を行います。

⑤パートナーシップによる地域経営
　「加西ふるさと創造会議」として、地域の住民が自らの
意思で地域の課題に取り組み、その支援を行政が果たし
ていく新しい仕組みを構築します。

　「5万人都市再生」は高い目標であり至難の業です。 
　しかし、私は「現状維持は、後退に等しい」と思ってい
ます。行政も変化を恐れず果断に変革していくことが、未
来に続く加西市を築くために必要なことです。
　前例を踏襲することで、なんとかなった時代は、すでに
過去です。加西市の未来に、「本気」が求められています。
地域再生のため、子どもたちの未来のため、市民の皆様と
共に全身全霊をかけて変化に挑んでまいります。

■一般会計　183 億 5,000 万円　（対前年　2.2%増）
■特別会計　 94 億 1,082 万円　（　同　　1.5%増）
■企業会計　142 億 7,972 万円　（　同　　1.1%増）
■総　　額　420 億 4,054 万円　（　同　　1.7%増）

■市民 1人あたりの予算の使い道
　一般会計予算 ÷ 人口 47,412 人（1月末現在）

区分 市民１人あたり
民生費（福祉の充実） 11 万 3千円
衛生費（保健・環境） 5万 2千円
労働・農林業・商工費（産業・観光） 4万 4千円
公債費（借金の返済） 4万 1千円
議会費・総務費（行政の運営） 4万円
教育費（学校施設・スポーツ振興） 3万 5千円
土木費（道路・まちづくり） 2万 3千円
消防・災害復旧費（消防・防災） 1万 5千円
その他（諸支出金・予備費） 2万 4千円

計 38 万 7 千円

歳出
183.5 億円

29.3%

13.4%

11.3%

民生費
53 億 7,200 万円

衛生費
24 億 5,300 万円

公債費
19 億 6,800 万円

議会費・総務費
18 億 8,700 万円

教育費
16 億 6,100 万円

土木費
10 億 9,000 万円

消防費・災害復旧費
7 億 2,000 万円

労働・農林業・商工費
20 億 6,600 万円

10.7%

10.3%

その他
11 億 3,300 万円

9.0%

5.9%
3.9%
6.2%

■平成 24年度一般会計予算

■平成 24年度予算の主な施策

■子育て支援・教育
○こども医療費助成
　中学 3年までの医療費を無料化。7月から実施。
○学校施設耐震化
　善防・泉中学校校舎耐震補強工事設計、宇仁小学校地
　震改築工事実施設計・工事。
○保育料の一部助成
　第 2子以降の保育料を一部助成。
○学校給食センターの設計委託
　4中学校の給食実施に向けた、新しい給食センターの設
　計委託。25年 12月完成・26年 1月から給食開始予定。

・・・・・・・・ 1億 5,961 万円

・・・・・・・・・・・ 7,363 万円

・・・・・・・・・・ 1,348 万円

・・・・・ 1,200 万円

■まちづくり
○ふるさと創造事業
　住民自身による主体的な参画と協働による地域づくり
　ができる仕組みづくりを推進。
○宅地開発促進補助
　特別指定区域制度を活用した「新規居住者の住宅区域」
　の整備計画策定等の費用について、住民団体に助成。
○まちづくり支援補助
　市民の自主的なまちづくり勉強会等に専門家を派遣す
　る費用を助成。

・・・・・・・・・・・ 434 万円

・・・・・・・・・・・ 400 万円

・・・・・・・・・・ 200 万円

■道路・施設の整備
○クリーンセンター整備工事
　ごみ焼却施設の整備工事を実施。
○市道・街路整備
　市道等の改修、舗装、ガードレール等安全施策の整備事業。
○ため池整備
　ため池を整備し、災害の未然防止を図る。

・・・・ 1億 2,000 万円

・・・・・・・・・・・ 8,685 万円

・・・・・・・・・・・・・ 5,933 万円

■健康・医療
○高齢者肺炎球菌助成
　65 歳以上の高齢者の肺炎球菌ワクチン接種に助成。
○ 41歳節目年齢がん検診推進
　41 歳の市民に、がん検診無料クーポン券送付。

・・・・・・・・・・ 480 万円

・・・・・・ 313 万円

施政方針を述べる西村市長

■商工・観光の振興
○産業活性化支援（住宅リフォーム助成）
　市内事業者で住宅リフォームした市民に、市内で利用で
　きる商品券を交付。詳しくは12頁をご覧ください。
○観光基本計画策定
　加西市が目指す観光ビジョンを策定。
○ふるさと就職支援
　市内企業の見学ツアーを実施する等して若者雇用を支援。

・・ 500 万円

・・・・・・・・・・・ 420 万円

・・・・・・・・・・・・ 80万円


