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広報かさい

市長施政方針（要旨）

2 月 27 日開会の第 245 回加西市議会定例会で、西村
市長は平成 25 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。
■市政運営の 5 つの基本方針
①教育環境の整備と子育て支援の充実
将来を担う子どもたちは、未来への希望であり、社会
の大切な宝です。学校施設は、学習の場であると同時に、

平成25年度予算の概要
■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いきます。学校給食は、新しい給
食センターの建設を行い、平成 26 年 1 月から市内 4 中
学校全てで開始します。
②雇用と経済が元気を取り戻す加西
新たに「ふるさとハローワーク」を開設し、若者や障
がい者などの就労支援の充実を図ります。また、旧下里
小学校跡地の有効活用を図るため、未来志向型の若者向
けのニュータウンの開発計画を策定します。

平成 25 年度当初予算は、「５万人都市の再生」を実現

り、安全性の確保は重要です。
また、安心して次代を担う子どもを育てていけるよう、
子育て世代の負担軽減にも取り組みます。

市民が、健康づくりに積極的に取り組み地域で活躍で
きるように、健康増進センターと市健康課を健康福祉会
館に移転し、乳幼児から中・高年までの健康づくり事業
を行います。

②地域産業の活性化と定住促進
古くから製造業を中心とした「モノづくり優良企業」

④地球に優しい環境都市加西

や高度な技術力で活躍する企業が数多くあります。地域

新エネルギー設備として、住宅用太陽光発電施設の設

産業の活性化に向け、関係団体との連携を深め、自主的

置に対して支援を開始します。メガソーラー建設につい

な取り組みを支援していきます。

ても、スムーズに事業が推進できるようバックアップし

また、若者やファミリー層の流入、定着に向けては、

倒ししています。
■一般会計

198 億 4,000 万円 （対前年

市民一人一人が健康づくりに関心を持ち、家族や地域

⑤パートナーシップによる地域経営
の意思で地域の課題に取り組み、その支援を行政が果た
していきます。

へ健康づくりの輪を広げ、子どもからお年寄りまで全て

■特別会計

96 億 8,914 万円 （

同

3.0% 増）

■企業会計

132 億 8,252 万円 （

同

7.0% 減）

■総

428 億 1,166 万円 （

同

1.8% 増）

額

いきいきと安心して暮らせるまちをめざします。
「5 万人都市再生」は、スローガンではなく達成すべき
国や県の補助制度を活用し、老朽ため池の改修や対策、

目標です。しかし、依然として人口減に歯止めがかかっ
ていません。市民一丸となって早急に人口減を止めなけ

市街地での雨水対策を進めます。また、防犯パトロール

ればなりません。その自信のもとに人口増に拍車をかけ

を強化するとともに、空き家について条例化を含めた対

ていきます。

策を講じていきます。
さらに、市内のエネルギー自給力を高め、「地球に優
しい環境都市加西」の実現をめざします。

加西市は、気候は温暖で住みやすく、人々の気質も穏
やかで温かい。そして何より災害にも強い地域です。ふ
るさと加西のすばらしさを子どもたちに伝え、残してい

⑤住民参加による地域づくりの推進
地域住民が自らの意思により、魅力あるまちづくりを
行い、地域の課題解決を行う組織となる「ふるさと創造
多様な主体が関わり、自らが活動できるよう環境整備を
行います。

歳入

市債 19.7 億円

9.9%

32.3%

市税 64.0 億円

198.4 億円
20.7%

10.5%

地方交付税
41.2 億円

国庫支出金
20.7 億円

一般会計予算 ÷ 人口 46,896 人（1 月末現在）
市民１人あたり

民生費（福祉の充実）

119,000 円

教育費（学校施設・スポーツ振興）

66,000 円

衛生費（保健・環境）

57,000 円

議会費・総務費（行政の運営）

41,000 円

公債費（借金の返済）

39,000 円

労働・農林業・商工費（産業・観光）

38,000 円

土木費（道路・まちづくり）

27,000 円

消防費（消防）

16,000 円

その他（諸支出金・予備費）

20,000 円

消防費 7.5 億円
土木費 12.9 億円

4.8%
3.8%
6.5%

労働・農林業・商工費
8.9%
17.8 億円
公債費 18.1 億円

その他 9.5 億円

28.0%

歳出
198.4 億円

9.1%

9.8%
議会費・総務費
19.4 億円

民生費 55.6 億円

15.7%
13.4%

教育費 31.1 億円

衛生費 26.5 億円

423,000 円

計

■子育て支援・教育
学校施設耐震化（※）

くため、私たちがしっかりと地に足をつけて、未来に希
望と生きがいを持ち、豊かに安心して暮らすことができ
るまちを築き上げていきます。

■人口増に向けた施策
24 億 4,621 万円

対話と強調を大切にし、市民総力で絆を築き、加西の
底力を最大限発揮させていきます。

定住促進事業

5,129 万円

善防・泉中学校の校舎耐震補強工事、宇仁小学校の地

西高室土地区画整理の設計業務補助、特別指定区域の

震改築工事等。

見直し、旧下里小学校用地に住宅団地の開発計画を策定。
11 億 1,418 万円

若者定住促進

910 万円

小・中・特別支援学校に空調、太陽光発電設備の拡充

若者世帯が住居を新築・購入する費用や新婚世帯が民

とトイレ改修。

間賃貸住宅に居住する家賃を一部助成。

こども医療費助成

1 億 6,685 万円

中学 3 年までの医療費を無料化。
学童保育専用棟の建設

3,604 万円

学童保育の専用棟を建設し、土曜日の学童保育をセン
ター方式で実施。

200 万円

に住む方が返還している奨学金の一部を助成。
■道路・施設の整備
道路等整備（※）

2 億 4,100 万円

幹線道路の整備・補修、通学路の安全対策。

■まちづくり・雇用
新エネルギー設備設置補助事業

UJI ターン促進補助

大学等卒業後、U ターンして市内に住む方や新たに市内

1,000 万円

■健康・福祉

住宅用太陽光発電システムの設置者に補助金を交付。

健康と福祉の拠点整備

ふるさとハローワーク運営事業

健康増進センターと市健康課を健康福祉会館へ移転し、

800 万円

就労支援を促進するため「ハローワーク加西」を開設。

5,002 万円

福祉事業や健康づくり事業等の充実を図る。
※平成 24 年度への前倒し予算を含んでいます。

会議」の設置を進めます。地域の実情や個性に応じて、
2

5.3%

諸収入 16.3 億円 8.2%

■市民 1 人あたりの予算の使い道

学校環境整備（※）

の市民が、住み慣れた地域で心身ともに自立し、健康で

④防災・防犯対策とグリーンエネルギーの推進

8.1% 増）

13.1%

■平成 25 年度予算の主な施策
「加西ふるさと創造会議」として、地域の住民が自ら

③健康福祉と地域医療の充実

県支出金 10.5 億円

ていきます。

ソフト面からの補助制度もあわせて、施策を総合的に展
開していきます。

その他 26.0 億円

正予算等を活用し、事業の一部を平成 24 年度予算に前

区分

③誰もがみんな元気で安心して暮らせる加西

■平成 25 年度一般会計予算

させる施策に重点的に取り組む積極型予算です。国の補

地域住民にとってもスポーツ活動を通じた地域コミュニ
ティの拠点として、さらには災害時の避難所の役割もあ

2013.4 月号

【問合先】 財政課（財政係）☎㊷8710

℻㊷1586

zaisei@city.kasai.lg.jp
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