
■都市基盤整備
　道路等整備事業（※）　　　　　　　    3 億 7,547 万円
　幹線道路の整備、道路・橋梁の修繕、通学路安全対策。
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平成26年度　市長施政方針（要旨） 平成26年度予算の概要

　平成 26 年度は、「5 万人都市の再生」へ向けて将来を
展望した施策を積極的に展開していきます。国の平成 25
年度補正予算等を活用し、事業の一部を平成 25 年度予
算に前倒ししています。
　詳しくは市ホームページをご覧ください。

■一般会計　180 億円 　（対前年　9.3%減）
■特別会計　104 億 7,000 万円　（　同　　8.1%増）
■企業会計　165 億 4,657 万円　（　同　24.6%増）
■総　　額　450 億 1,657 万円　（　同　　5.2%増）

■市民 1 人あたりの予算の使い道
　一般会計予算 ÷ 人口 46,300 人（1 月末現在）

区分 市民１人あたり
民生費（福祉の充実） 137,000 円
衛生費（保健・環境） 52,000 円
議会費・総務費（行政の運営） 41,000 円
公債費（借金の返済） 40,000 円
労働・農林業・商工費（産業・観光） 36,000 円

教育費（学校施設・スポーツ振興） 35,000 円

土木費（道路・公園・区画整理） 32,000 円
消防費（消防） 15,000 円
その他（諸支出金・予備費） 1,000 円

計 389,000 円

■平成 26 年度予算の主な施策

■子育て支援・教育
　学校施設耐震化（※）　　　　　　      7 億 4,405 万円
　富田・九会・富合小学校校舎・善防中学校体育館の耐
　震補強工事および富田小学校地震改築工事。
　幼保一体施設の整備事業　　　　           3 億 5,108 万円
　北条東幼児園・民間認定こども園の建設。
　病児・病後児保育事業　　　　　　    715 万円
　子どもが病気などで保育所や学校に通えないとき、自
　宅で看護できないときなどに一時保育を行います。

■まちづくり・雇用
　播磨国風土記 1300 年記念事業　　　 　  　1,500 万円
　平成 27 年の播磨国風土記 1300 年祭に向けて、伝統芸
　能や播磨中央自転車道関連事業などのプレイベント。
　若者応援事業　　　　　　　　　　　　 　 150 万円
　若者が起業するための税務や労務などに要した費用や
　高校・大学のゼミなどのグループが地域参画に要した
　費用の一部を助成。また、市内でカップリングパーテ
　ィーを開催。

■健康・福祉
　地域包括支援センター運営事業　　　　　  3,584 万円
　地域包括支援センターを社会福祉協議会へ委託し、健
　康福祉会館へ移転。福祉や健康づくり事業等の充実。

■人口増に向けた施策
　旧下里小学校跡地の宅地造成事業　　　1 億 9,272 万円
　宅地造成開発を実施し、平成 27 年度から旧下里小学
　校跡地を新規居住者の住宅区域に整備。
　西高室区画整理事業　　　　　　　　  　　4,764 万円
　有効な土地活用を図るため、不整形な農地を区画整理
　し、平成 30 年度までに住宅地を造成。
　賃貸共同住宅等建設補助事業　　　　　   　  495 万円
　平成 25 ～ 27 年の間に、市内で新たに賃貸マンション・
　アパートを建設した方の固定資産税等を 5 年間補助。

【問合先】　財政課（財政係）☎㊷8710　℻㊷1586　zaisei@city.kasai.lg.jp
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■平成 26 年度一般会計予算
　市税収入 65.8 億円に国・県の補助金などを加えた金額
を財源として 180 億円の事業を行います。
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※平成 25 年度への前倒し予算を含んでいます。

　2 月 25 日開会の第 251 回加西市議会定例会で、西村
市長は平成 26 年度施政方針を述べました。

　施政方針とは、市の基本方針となるもので、担当部署
はこれに基づき施策を実施します。
　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

■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、大規模改
修や耐震化、環境改善
工事を継続実施してい
きます。また、学校給
食での加西産農産物の
使用や魅力ある学校づ
くりを進めます。

②雇用と経済が元気を取り戻す加西
　企業誘致や市内企業振興を図るとともに、新産業団地
の整備に向けた調査を開始します。また、農業を維持、
活性化させるため「山田錦の増産補助」など多様な施策
を展開します。

③誰もがみんな元気で安心して暮らせる加西
　子育て世帯の安心の暮らしを実現するため、幼保一体
型の施設整備、病児・病後児保育の４月開設など数多く
の子育て支援施策を展開していきます。
　また、保健・医療の向上、福祉の増進を図るため、健
康福祉会館の機能を充実させます。

④地球に優しい環境都市加西
　新エネルギー設備として住宅用太陽光発電施設の設置
に対して支援を行います。さらに、自然との共生を図る
ため、貴重な自然の保護活動などの施策に取り組みます。

⑤パートナーシップによる地域経営
　創造会議・準備会議の設立に向けて活発に動き出した
各地域に対して、引き続き行政が設立に向けた支援を行
い ま す。 ま た、 若
者や女性が地域活
性化のキーパーソ
ンとして活躍でき
る制度を立ち上げ、
地域づくりへの参
画を推進します。

　引き続き「5 万人都市の再生」に対して結果を求めて、
施策の実現に誠心誠意取り組んでまいります。市民の皆
さまのご理解とご協力を重ねてお願い申しあげます。

①住民参加によるまちづくりの推進
　「ふるさと創造会議」の設立と運営を支援し、協働の
まちづくりによって地域が活力と希望にあふれ、住民が
幸せを実感できる加西市を目指します。
　また、播磨国風土記 1300 年祭関連事業の展開で、市
民参画による「ふるさと加西」の活性化を図るとともに、
全国に向けた情報発信を行います。

②子育て支援の充実と教育環境の整備
　子育て世代の皆さまが住みやすいと感じる施策を展開
し、子育て支援を積極的に進めます。また、教育環境を
整備し、次代を担う子どもたちの心と体の健やかな成長
と幼児教育・学校教育を支えていきます。

③都市基盤づくりと定住促進
　人口増のために都市基盤としてのインフラ整備を急ぐ
とともに、大胆な建築規制の緩和を進めます。定住促進
を図るため、その基盤となる旧下里小跡地や西高室地区
の良好な住宅地整備等
を行います。また、地
域産業の活性化や雇用
促進を図るとともに、
若者に向けた総合的な
施策を展開し、ふるさ
と回帰と定住促進に向
けて取り組みます。

④災害に強いまちづくり
　ため池整備や市街地での雨水対策をはじめ、防災・減
災対策を進めます。また、地域の絆を強め「自助・共助」
による地域防災力を高めることで、安全安心のまちづく
りを進めていきます。

⑤健康福祉と地域包括ケアの充実
　健康福祉会館の機能を充実し、心と体の健康づくり、
子どもの育ちの支援体制を強化します。
　高齢者や障がい者などへの福祉施策を充実させるとと
もに、加西病院を中核にして質の高い医療を安定的に提
供していきます。

　子育て支援、人口増のための施策に先行投資します。

絵本に夢中の北条幼稚園児
（3 月 11 日、全国訪問おはなし隊）

旧下里小跡地の利用計画図

西在田地区のゆめ会議

※福祉や保健等に使う金額が約半分を占めています。


