
令和４年度

　主 要 事 業 一 覧 表

　兵　庫　県　加　東　市



［一般会計］

（款）総務費 （項）総務管理費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅸ安定した行政経営基盤と危機管理
による安全・堅実なまち

施策 安定した行政経営基盤の確立

主要施策
ＩＣＴの利活用による市民サービス
の安定化と利便性の向上

取組 ICTの利活用の推進 （新規事業）

政策
Ⅷ戦略的経営と協働で創造する魅力
あふれるまち

施策 戦略的行政経営の創造

主要施策 適正な職員数の確保と人材育成

取組 職員の人材育成 （新規事業）

政策
Ⅷ戦略的経営と協働で創造する魅力
あふれるまち

施策 定住・移住の促進とにぎわいの創出

主要施策 シティプロモーションの推進

取組 まちの認知度・イメージの向上

政策
Ⅷ戦略的経営と協働で創造する魅力
あふれるまち

施策 広報・広聴の推進

主要施策 広報・広聴活動の充実

取組 市民への情報提供の充実

8,335 1,183 7,152 秘書室

603,355 まちづくり創造課

広報・広聴事業

市民に市政情報を提供するため、広報か
とうを毎月15,600部発行する。

一般管理運営事業（組織風土改
革）

職員の働きがいや意欲、組織に対する思
い入れ、愛着などのエンゲージメントを
高める「組織風土改革」に取り組み、職
員一人ひとりが熱意とチャレンジ精神を
もって主体的に働く職場環境づくりを実
現し、市民サービスの質や市民満足度の
向上に繋げる。

一般管理運営事業（AI活用事業） AIを活用した、会議録等反訳のための音
声認識システムや、ホームページ上での
問合せに自動対応するチャットボットを
新たに導入し、行政事務の効率化と市民
サービスの向上を図る。

4,281 908

文書広報費

ふるさと納税推進事業
民間ポータルサイト等を活用し、広く情
報発信を行うとともに、返礼品の充実に
取り組むことにより、自主財源の確保及
び市のPRを図る。

603,355

6,270

目

令和４年度　主 要 事 業 一 覧 表

一般管理費

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

3,373 総務財政課

6,270 人事課
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（款）総務費 （項）総務管理費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅸ安定した行政経営基盤と危機管理
による安全・堅実なまち

施策 安定した行政経営基盤の確立

主要施策 適正な財産管理と契約事務の推進

取組 公有財産の適正な維持・活用

政策
Ⅸ安定した行政経営基盤と危機管理
による安全・堅実なまち

施策 安定した行政経営基盤の確立

主要施策 適正な財産管理と契約事務の推進

取組 公有財産の適正な維持・活用 （新規事業）

政策
Ⅸ安定した行政経営基盤と危機管理
による安全・堅実なまち

施策 安定した行政経営基盤の確立

主要施策 適正な財産管理と契約事務の推進

取組 公有財産の適正な維持・活用

政策
Ⅸ安定した行政経営基盤と危機管理
による安全・堅実なまち

施策 安定した行政経営基盤の確立

主要施策 適正な財産管理と契約事務の推進

取組 公有財産の適正な維持・活用 （新規事業）

10,283 管財課

目

財産管理費

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

旧滝野庁舎維持管理事業（高圧受
電設備更新工事及び長寿命化改修
計画調査業務） 安全安心に施設を利用するため、耐用年

数を経過した高圧受電設備を更新する。
また、中長期的に活用するため、長寿命
化改修計画調査を実施する。

10,283

2,950 2,950 管財課

本庁舎等維持管理事業（誘導灯ラ
ンプ・電池交換工事及びサイネー
ジ機器更新） 非常時に備え、庁舎内の誘導灯ランプほ

か消防設備の交換工事を実施する。ま
た、１階入口の案内用掲示板（サイネー
ジ）の機器を更新する。

庁用車管理事業（電気自動車導
入） 公用車を適切に維持管理するとともに、

老朽化した公用車を環境に配慮したハイ
ブリッド車（普通自動車2台）、低燃費車
（軽自動車2台）及び電気自動車（普通自
動車1台）に更新する。

13,107 11,200 1,907 管財課

契約事務事業（設計・監理業務積
算システム導入及び発注者支援
データベース・システムの活用）

設計・監理事務の適正化、効率化を図る
ため、建築工事における設計・監理業務
積算システムを導入する。また、入札参
加資格者の最新の資格情報、技術者情報
が確認できる「発注者支援データベー
ス・システム」を活用し、より適正な工
事の施工を図る。

160 160 管財課
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（款）総務費 （項）総務管理費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅸ安定した行政経営基盤と危機管理
による安全・堅実なまち

施策 安定した行政経営基盤の確立

主要施策 適正な財産管理と契約事務の推進

取組 公有財産の適正な維持・活用 （新規事業）

政策
Ⅸ安定した行政経営基盤と危機管理
による安全・堅実なまち

施策 安定した行政経営基盤の確立

主要施策 適正な財産管理と契約事務の推進

取組 公有財産の適正な維持・活用 （新規事業）

政策
Ⅷ戦略的経営と協働で創造する魅力
あふれるまち

施策 戦略的行政経営の創造

主要施策
新たな行政需要に対応した施策の展
開

取組
北播磨広域定住自立圏等の広域連携
の推進

政策
Ⅷ戦略的経営と協働で創造する魅力
あふれるまち

施策 定住・移住の促進とにぎわいの創出

主要施策 シティプロモーションの推進

取組 定住・移住推進体制の構築

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

定住自立圏推進事業 加東市、加西市、西脇市及び多可町によ
る北播磨広域定住自立圏形成協定に基づ
いた魅力ある圏域づくりにより定住を促
進するため、第2次北播磨広域定住自立圏
共生ビジョンに基づく取組を推進する。

153

5,542 1,650 3,892 まちづくり創造課

定住移住促進事業 テレビCMやマッチングサイト、SNS等を活
用し広く市の魅力を発信するとともに、
移住相談イベントを充実させることによ
り、定住移住の促進と交流人口の拡大に
つなげる。

旧東条西小学校施設転用事業（解
体工事実施設計業務）

廃校した旧東条西小学校校舎の解体に係
る実施設計を実施する。 6,890

658,610 586,200 72,410 管財課

153 企画政策課

旧東条東小学校施設転用事業（改
修・解体工事及び工事施工監理業
務） 廃校した旧東条東小学校をコミュニティ

施設等に転用し、新たに活用するため、
校舎改修・解体工事等を実施する。

目

財産管理費

企画費

6,890 管財課
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（款）総務費 （項）総務管理費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅷ戦略的経営と協働で創造する魅力
あふれるまち

施策 戦略的行政経営の創造

主要施策
効率的で効果的な交通サービスの実
現

取組 地域公共交通ネットワークの形成

政策
Ⅷ戦略的経営と協働で創造する魅力
あふれるまち

施策 戦略的行政経営の創造

主要施策
効率的で効果的な交通サービスの実
現

取組 地域公共交通の利用環境整備

政策
Ⅷ戦略的経営と協働で創造する魅力
あふれるまち

施策 戦略的行政経営の創造

主要施策
効率的で効果的な交通サービスの実
現

取組
地域の主体的な取組による地域公共
交通の維持・拡大

政策
Ⅷ戦略的経営と協働で創造する魅力
あふれるまち

施策 戦略的行政経営の創造

主要施策
効率的で効果的な交通サービスの実
現

取組
新たな交流拠点（バスターミナル）
等の整備によるまちの活性化

8,474 企画政策課

自家用有償旅客運送事業

1,521 企画政策課

7,388 企画政策課

公共交通空白地における生活交通手段の
確保を図るため、自家用有償旅客運送事
業を、米田地域、鴨川地域、東条西地域
（大畑、蔵谷、藪）及び福田地域に委託
する。

バスターミナル整備事業 令和4年10月の供用開始に向け、やしろ
ショッピングパークBio南側に、まちの拠
点づくりと連携した新たな交通結節点と
なるバスターミナルを整備し、にぎわい
の創出やまちの活性化を図る。

114,688 107,300

8,728 254

地方バス等公共交通維持確保対策
事業

生活交通手段として重要な役割を持つ路
線バスを維持確保するため、バス事業者
に補助金を交付し、市民福祉の向上を図
る。
また、市内一律運賃制度を新たに実施
し、路線バス等の利用促進を図る。

公共交通対策事業
暮らしを支え、交流を促進し、地域とと
もに守り育てる、持続可能な地域公共交
通ネットワークを形成するため、地域公
共交通計画に基づく施策に取り組む。

1,521

52,501 52,501 企画政策課

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課目

企画費
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（款）総務費 （項）総務管理費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅷ戦略的経営と協働で創造する魅力
あふれるまち

施策 戦略的行政経営の創造

主要施策
効率的で効果的な交通サービスの実
現

取組 地域公共交通ネットワークの形成

政策
Ⅷ戦略的経営と協働で創造する魅力
あふれるまち

施策 戦略的行政経営の創造

主要施策
社会潮流や市民意向を的確に捉えた
行政経営の推進

取組 総合計画に基づいたまちづくり

政策
Ⅲひと・くらし・自然が調和した共
生・協働のまち

施策 協働のまちづくりの確立

主要施策
協働のまちづくりによる地域の活性
化

取組 協働のまちづくりへの取組 （拡充事業）

政策
Ⅷ戦略的経営と協働で創造する魅力
あふれるまち

施策 定住・移住の促進とにぎわいの創出

主要施策
にぎわいと活力があふれるまちづく
り

取組
中間支援組織（地域づくり活動支援
組織）によるまちづくりの推進

市民協働事業 「加東市協働のあり方ガイドライン」に
基づき、まちづくりを市民と協働で進め
るとともに、今後の集落対策の方向性を
導き出すため、集落健診調査の結果の公
表、地域カルテの作成や配布等を行う。

231

総合戦略事業 人口ビジョンを改訂するとともに、次期
総合戦略を策定する。また、新たな産業
用地創出に向けた協議・調整をはじめ、
まちの拠点づくりコンソーシアム事業の
実施等により、将来にわたって活力ある
まちづくりを推進する。

11,376 企画政策課

231 人権協働課

17,384 17,384 まちづくり創造課

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

6,644 企画政策課

総合計画策定事業

市の目指すべきまちの将来像を実現する
ため、令和5年度からを計画期間とする第
2次総合計画後期基本計画を策定する。 6,644

11,376

乗合タクシー事業
自家用有償旅客運送利用者の利便性の向
上や市街地内の公共交通ネットワークの
充実を図るため、社市街地内の主要な施
設を循環する乗合タクシーを運行する。

目

企画費
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（款）総務費 （項）総務管理費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅵ豊かで快適なくらしを支える都市
基盤が整備されたまち

施策 都市基盤の整備充実

主要施策 安全・安心で良好な住環境の形成

取組 住宅取得支援による定住・移住促進

政策
Ⅷ戦略的経営と協働で創造する魅力
あふれるまち

施策 定住・移住の促進とにぎわいの創出

主要施策
にぎわいと活力があふれるまちづく
り

取組 まちのにぎわいと活力の創造 （新規事業）

政策
Ⅷ戦略的経営と協働で創造する魅力
あふれるまち

施策 定住・移住の促進とにぎわいの創出

主要施策
にぎわいと活力があふれるまちづく
り

取組 まちのにぎわいと活力の創造 （新規事業）

政策
Ⅷ戦略的経営と協働で創造する魅力
あふれるまち

施策 戦略的行政経営の創造

主要施策 国際交流の推進

取組 国際交流・国際化施策の推進

企画費

目 事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

まちの拠点施設整備事業 令和4年10月の供用開始に向け、やしろ
ショッピングパークBio南側に、待合・情
報発信スペースやテナントスペース等を
備えたにぎわい交流施設を整備し、まち
の拠点機能の充実を図る。

総合戦略事業（結婚新生活支援補
助、働く世代住宅補助）

経済的理由で結婚に踏み出せない低所得
者を対象に、結婚に伴う新生活を経済的
に支援する。
（対象10件（上限300千円））
加東市に定住又は移住することを目的と
して戸建住宅を取得しようとする働く世
代を支援し、定住人口の増加を促す。
（働く世代30件（200千円）、子育て上乗
せ20件（200千円）、地元業者上乗せ10件
（100千円））

14,148 1,500

88,325 69,400 18,925 まちづくり創造課

12,648 都市政策課

2,000 11,843 企画政策課

にぎわい交流施設の管理運営等を指定管
理により行い、まちの拠点における交流
やにぎわいを創出する。

国際交流事業費

国際交流事業 市民の国際理解の推進や、外国人住民の
日本語に関する学習機会を提供するた
め、NPO法人加東市国際交流協会と連携
し、交流事業や日本語教室、日本語を
使ったワークショップを実施する。

13,843

2,700 2,700 まちづくり創造課

まちの拠点施設管理運営事業（指
定管理）
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（款）総務費 （項）総務管理費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅷ戦略的経営と協働で創造する魅力
あふれるまち

施策 戦略的行政経営の創造

主要施策
新たな行政需要に対応した施策の展
開

取組 在住外国人施策の充実

政策
Ⅸ安定した行政経営基盤と危機管理
による安全・堅実なまち

施策 危機管理・交通防犯体制の強化

主要施策 交通安全・防犯対策の推進

取組 交通安全の啓発

政策
Ⅸ安定した行政経営基盤と危機管理
による安全・堅実なまち

施策 危機管理・交通防犯体制の強化

主要施策 交通安全・防犯対策の推進

取組 交通安全施設の整備

政策
Ⅸ安定した行政経営基盤と危機管理
による安全・堅実なまち

施策 危機管理・交通防犯体制の強化

主要施策 交通安全・防犯対策の推進

取組 防犯意識の啓発

交通安全対策費

目

国際交流事業費

在住外国人生活支援事業 増加する外国人住民の日常生活を支援す
るため、文書の多言語翻訳や通訳派遣を
行う。また、日本人住民、外国人住民の
相互理解を促進するため、新たにパーク
ゴルフ国際大会を開催する。

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

2,918 防災課

交通安全対策推進事業 市民一人ひとりが交通ルールやマナーを
守り、交通事故のない安全で安心な環境
づくりを進めるため、交通事故防止対策
（交通安全啓発活動、交通安全教室、交
通安全協会負担金の拠出）を行う。

2,918

1,444 1,444 企画政策課

交通安全施設整備事業

交通事故のない安全で安心な環境づくり
を進めるため、カーブミラー（11基）や
啓発看板の新設及び維持管理を行う。

防犯対策費

防犯対策事業

警察や防犯協会等と連携し、地域ぐるみ
の防犯活動に取り組み、犯罪のない安全
で安心な環境づくりを進めるため、犯罪
予防対策（防犯啓発活動、防犯パトロー
ル、防犯協会負担金の拠出）を行うとと
もに、加東市民大会を開催し、市民の防
犯意識の向上を図る。
また、犯罪被害者等に対して、犯罪被害
者等支援金支給による支援を行う。

4,503

3,406 3,406 防災課

4,503 防災課
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（款）総務費 （項）総務管理費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅸ安定した行政経営基盤と危機管理
による安全・堅実なまち

施策 危機管理・交通防犯体制の強化

主要施策 交通安全・防犯対策の推進

取組 防犯設備の整備

政策
Ⅸ安定した行政経営基盤と危機管理
による安全・堅実なまち

施策 危機管理・交通防犯体制の強化

主要施策 交通安全・防犯対策の推進

取組 防犯設備の整備

政策
Ⅷ戦略的経営と協働で創造する魅力
あふれるまち

施策 定住・移住の促進とにぎわいの創出

主要施策 シティプロモーションの推進

取組 情報発信媒体等の効果的な活用

政策
Ⅷ戦略的経営と協働で創造する魅力
あふれるまち

施策 広報・広聴の推進

主要施策 広報・広聴活動の充実

取組 市民への情報提供の充実 （拡充事業）

4,026 4,026 秘書室

防犯施設整備事業 通学路及び夜間における通行者の安全確
保に努め、犯罪の抑制と安全安心のまち
づくりを推進するため、LED防犯灯の設置
（57灯）並びに防犯カメラの設置（4台）
及び更新（13台）を実施する。

562 177,891 まちづくり創造課

情報管理費

情報管理事業（ホームページ更新
事業） 市民が求める情報を探しやすく、見やす

いホームページとするため、トップ画面
を再構築するとともに、総務財政課が導
入するチャットボットと連携し、事務の
効率化を図る。

有線放送施設費

施設運営事業
過去の映像記録を有効活用するための
アーカイブ化を進めるとともに、eo光
サービスによる地域情報化推進事業を継
続し、データ・文字放送や自主放送番組
の制作・放送等を行うことにより、コ
ミュニティの醸成と市民の生活利便性の
向上を図る。

178,453

3,000 1,000 2,000 防災課

29,451 29,451 防災課

防犯施設整備事業（安全安心のま
ちづくり活動補助金） 加東市安全安心のまちづくり活動補助金

を交付し、交通安全、防犯、防火、災害
対策に関する地区（自治会）や市民の自
主的な活動を支援する。

防犯対策費

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課目
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（款）総務費 （項）総務管理費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅸ安定した行政経営基盤と危機管理
による安全・堅実なまち

施策 安定した行政経営基盤の確立

主要施策
ＩＣＴの利活用による市民サービス
の安定化と利便性の向上

取組 行政事務の電子化

政策
Ⅸ安定した行政経営基盤と危機管理
による安全・堅実なまち

施策 安定した行政経営基盤の確立

主要施策
ＩＣＴの利活用による市民サービス
の安定化と利便性の向上

取組 行政事務の電子化

政策
Ⅸ安定した行政経営基盤と危機管理
による安全・堅実なまち

施策 安定した行政経営基盤の確立

主要施策
ＩＣＴの利活用による市民サービス
の安定化と利便性の向上

取組 情報システムの安定稼働

政策
Ⅲひと・くらし・自然が調和した共
生・協働のまち

施策 協働のまちづくりの確立

主要施策
協働のまちづくりによる地域の活性
化

取組 自治会組織への支援

目

情報管理費

1,782 総務財政課

情報管理事業（ＲＰＡ導入事業）

人が行っている単純なPC業務やルール化
されたPC業務をRPAを用いて作業させ、事
務改善や効率化を図る。 1,782

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

1,516 総務財政課

自治体DX推進
国が示す自治体DX推進計画に基づき、自
治体の情報システムの標準化・共通化を
含む重点項目に取り込むための計画や方
針を定める。

情報管理事業（ローコードツール
導入事業）

職員内でローコードツールの仕組みや活
用方法の理解が進んだことから、新たな
活用方法の検証や活用実施に向けライセ
ンス数を増やすとともに、新たな連携
ツールを購入し、事務改善や効率化を図
る。

1,516

自治振興費

地域振興事業

地区の活動を支援するため、コミュニ
ティ活動の拠点となる地区公共施設の整
備に係る費用の一部を助成する。 4,000

4,939 4,939 総務財政課

4,000 人権協働課
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（款）総務費 （項）総務管理費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅲひと・くらし・自然が調和した共
生・協働のまち

施策 協働のまちづくりの確立

主要施策
協働のまちづくりによる地域の活性
化

取組 まちづくり活動団体の育成・支援

政策
Ⅸ安定した行政経営基盤と危機管理
による安全・堅実なまち

施策 安定した行政経営基盤の確立

主要施策 健全な財政運営

取組 健全な財政運営

（款）総務費 （項）戸籍住民基本台帳費 （単位：千円）

政策
Ⅲひと・くらし・自然が調和した共
生・協働のまち

施策 便利で安心なくらしの実現

主要施策 総合窓口サービス等の充実

取組 総合案内・窓口サービスの充実

政策
Ⅲひと・くらし・自然が調和した共
生・協働のまち

施策 便利で安心なくらしの実現

主要施策 総合窓口サービス等の充実

取組 マイナンバーカードの普及促進

目

戸籍住民基本台
帳費

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

10,935 10,935 人権協働課自治振興費

コミュニティ推進事業 まちづくり協議会やまちづくり活動に取
り組む各種団体に補助金を交付し、市民
団体の自主的な活動を支援することによ
り、市の活力とにぎわいづくりを推進す
る。

500 8,058 市民課

社会保障・税番号制度事務事業
市民の利便性とマイナンバーカード取得
率の向上を図るため、休日の交付申請窓
口及び受取窓口（月2回）・カードの夜間
受取専用窓口（月1回）の実施、滝野公民
館及び東条福祉センター「とどろき荘」
内での臨時申請窓口を継続して行う。ま
た、企業等出張申請サービスを適宜開催
する。

戸籍住民基本台帳事務事業
市民の利便性の向上のため、コンシェル
ジュによる総合案内サービスの充実を図
るとともに、ワンストップサービスを継
続して行う。また、スマートフォン決済
サービスを継続し、窓口業務の効率化を
図るとともに、音声翻訳機の活用によ
り、外国人住民の窓口における満足度の
向上に繋げる。

14,612 6,054

9,225 5,425 3,800 総務財政課財政管理費

財政管理事業（財務書類作成等）
新地方公会計制度に対応した統一的な基
準による財務書類を作成し、財務状況を
明らかにするとともに、健全な財政運営
を図る。

13,910 13,467 443 市民課
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（款）総務費 （項）戸籍住民基本台帳費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅲひと・くらし・自然が調和した共
生・協働のまち

施策 便利で安心なくらしの実現

主要施策 総合窓口サービス等の充実

取組 マイナンバーカードの普及促進

（款）総務費 （項）選挙費 （単位：千円）

政策
Ⅹ公平・中立なまちづくりに取り組
むまち

施策 公正で適正な行政の確保

主要施策 透明で公正な行政の推進

取組 明るい選挙の推進

政策
Ⅹ公平・中立なまちづくりに取り組
むまち

施策 公正で適正な行政の確保

主要施策 透明で公正な行政の推進

取組 明るい選挙の推進

政策
Ⅹ公平・中立なまちづくりに取り組
むまち

施策 公正で適正な行政の確保

主要施策 透明で公正な行政の推進

取組 明るい選挙の推進

20,981 委員会事務局

県議会議員選挙事業

任期満了（令和5年4月29日）による県議
会議員選挙のための準備事務を行う。

参議院議員通常
選挙費

参議院議員通常選挙事業

任期満了（令和4年7月25日）による参議
院議員通常選挙事務を執行する。 20,971 19,851

市長選挙費

市長選挙事業

任期満了（令和4年4月29日）による市長
選挙を執行する。 20,981

6,082 6,082 委員会事務局

戸籍住民基本台
帳費

証明書コンビニ交付事務事業 市民の利便性の向上を図るため、コンビ
ニ交付システム用機器の更新を行い、引
き続きマイナンバーカードを活用した各
種証明書のコンビニ交付サービスを行
う。

7,102

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

1,120 委員会事務局

2,031 5,071 市民課

目

県議会議員選挙
費
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（款）総務費 （項）選挙費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅹ公平・中立なまちづくりに取り組
むまち

施策 公正で適正な行政の確保

主要施策 透明で公正な行政の推進

取組 明るい選挙の推進

（款）民生費 （項）社会福祉費 （単位：千円）

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 福祉社会づくりの推進

取組 地域福祉活動の推進

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 福祉社会づくりの推進

取組 社会福祉協議会との協力体制の充実

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 地域包括ケアの推進

取組 多様な生活支援の充実

目 事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

31,446 31,446 委員会事務局
市議会議員選挙
費

市議会議員選挙事業

任期満了（令和4年10月31日）による市議
会議員選挙を執行する。

422 65,270 福祉総務課

福祉タクシー

高齢者や障害者の閉じこもり予防や健康
維持、改善を目的に外出を支援するた
め、タクシー料金の一部を助成する。

社会福祉協議会助成事業
社会福祉法人加東市社会福祉協議会が行
う、地域福祉活動に要する費用の一部及
び加東市訪問介護事業所の運営に要する
経費の一部を助成する。

65,692

9,553 6,425 3,128 福祉総務課

民生委員活動 令和4年12月1日付けで実施される改選事
務及び民生委員法に規定される職務を円
滑に遂行出来るよう、民生委員・児童委
員及び民生児童協力委員が行う活動に対
する助成を行う。

社会福祉総務費

20,852 1,250 19,602 高齢介護課
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（款）民生費 （項）社会福祉費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 地域包括ケアの推進

取組 多様な生活支援の充実

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 障害者・要援護者福祉の充実

取組 生活困窮者等への自立支援

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 障害者・要援護者福祉の充実

取組 生活困窮者等への自立支援

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 福祉社会づくりの推進

取組 社会福祉協議会との協力体制の充実

生活困窮者自立支援事業
生活困窮者の状態に応じて、就労、家賃
補助、健康管理等の適切な施策を活用
し、早期に困窮状態から脱却できるよう
支援する。

3,485 2,613

15,604 11,703 3,901 福祉総務課

人生いきいき住宅助成事業
高齢者や障害者が住み慣れた住宅で安心
して自立した生活を送ることができる住
環境の整備を促進するため、住環境整備
に係る経費の一部を助成する。

3,650 1,825

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

872 社会福祉課

1,825 高齢介護課

目

社会福祉総務費

重層的支援体制整備事業（アウト
リーチを通じた継続的支援事業） 地域や支援関係者と連携し、複合化・複

雑化した課題を抱え必要な支援が届いて
いない方を把握し、早期に関りを作ると
ともに、適切な支援機関につなぎ課題の
深刻化を防ぐ。

重層的支援体制整備事業（生活困
窮者自立支援事業） 生活困窮者の状態に応じて相談を受け、

支援を行うとともに、地域における自
立・就労支援等の体制を構築することに
より、生活困窮者が早期に困窮状態から
脱却できるよう支援する。

7,553 5,208 2,345 社会福祉課
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（款）民生費 （項）社会福祉費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 福祉社会づくりの推進

取組 社会福祉協議会との協力体制の充実

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 地域包括ケアの推進

取組 福祉総合相談体制の充実

政策
Ⅲひと・くらし・自然が調和した共
生・協働のまち

施策 便利で安心なくらしの実現

主要施策 医療保険制度等の充実と適正運用

取組 国民年金制度の周知等

政策
Ⅲひと・くらし・自然が調和した共
生・協働のまち

施策 人権尊重のまちづくり

主要施策 人権施策の総合的推進

取組 人権教育・啓発活動の推進

2,876 886

1,329 1,329 保険医療課国民年金事務費

国民年金事務事業
国民年金システムへの入力事務（日本年
金機構への所得・資格情報の提供）及び
免除、猶予申請の受付並びに年金に関す
る事務を行う。

5,656 4,241 1,415 福祉総務課

2,452 福祉総務課

重層的支援体制整備事業（多機関
協働事業）

重層的支援体制整備事業の中核を担う調
整役を配置し、相談支援機関との連携の
円滑化を進める。また、複合課題や困難
課題の解決に向け、重層的支援会議等に
より、課題整理、役割分担及び支援の方
向性を定める。

1,990 人権協働課人権啓発費

人権啓発事業
コロナ禍において、人権尊重の重要性が
改めて浮き彫りとなっている中、講演会
の開催や情報誌の発行等の様々な事業を
総合的に推進する。

重層的支援体制整備事業（参加支
援事業）

既存の事業では対応できない制度の狭間
のニーズのある方について、社会参加の
場や居場所が確保できるよう、地域の社
会資源とのコーディネートやマッチング
を行い、本人や世帯が継続的につながる
よう支援する。

9,807 7,355

目

社会福祉総務費

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課
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（款）民生費 （項）社会福祉費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅲひと・くらし・自然が調和した共
生・協働のまち

施策 人権尊重のまちづくり

主要施策 男女共同参画社会の推進

取組 男女共同参画の推進

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策
介護予防と高齢者の生きがいづくり
の推進

取組
高齢者の社会参加の促進と生きがい
づくりの推進

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策
介護予防と高齢者の生きがいづくり
の推進

取組
高齢者の社会参加の促進と生きがい
づくりの推進

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策
介護予防と高齢者の生きがいづくり
の推進

取組
高齢者の社会参加の促進と生きがい
づくりの推進

長寿を祝う会

各まちづくり協議会主催による敬老会事
業の実施を支援するため、補助金を交付
する。 5,696

老人福祉費

長寿祝金支給

満77歳、満88歳、満99歳の方に敬愛と祝
福の意を込めて、祝金を支給する。 6,762

1,367 1,367 高齢介護課

金婚夫婦を祝う会

昭和48年に結婚され、結婚50年を迎えら
れるご夫婦を対象とした金婚夫婦を祝う
会を開催する。

5,696 高齢介護課

6,762 高齢介護課

人権啓発費

男女共同参画事業 現行の「第3次加東市男女共同参画プラ
ン」が令和5年度で終了することから、
「第4次加東市男女共同参画プラン」の策
定に向け、策定委員会を設置し、市民意
識調査を実施する。

3,706 3,706 人権協働課

目 事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課
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（款）民生費 （項）社会福祉費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策
介護予防と高齢者の生きがいづくり
の推進

取組
高齢者の社会参加の促進と生きがい
づくりの推進

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策
介護予防と高齢者の生きがいづくり
の推進

取組
高齢者の社会参加の促進と生きがい
づくりの推進

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 地域包括ケアの推進

取組 多様な生活支援の充実

政策
Ⅲひと・くらし・自然が調和した共
生・協働のまち

施策 便利で安心なくらしの実現

主要施策 医療保険制度等の充実と適正運用

取組 後期高齢者医療制度の適正な運用

10,659 4,367

481,721 42 481,679 保険医療課

後期高齢者医療事業

後期高齢者医療制度に係る市の事務経費
及び広域連合の運営経費（事務費及び療
養給付費）を負担する。

3,727 3,727 高齢介護課

1,800 17,071 高齢介護課

緊急通報体制等整備

ひとり暮らし高齢者や身体障害者の緊急
時に迅速な対応を図るため、緊急通報シ
ステムを貸与する。

老人措置

生活環境や経済的な理由により、在宅で
の生活ができない高齢者を養護老人ホー
ムへ入所措置する。 18,871

老人クラブ活動 明るい長寿社会の実現に向け、社会奉仕
活動、教養講座開催、健康増進事業の実
施に対し、単位老人クラブ（小規模クラ
ブを含む。）や加東シニアクラブ連合会
に補助金を交付する。

6,292 高齢介護課

老人福祉費

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課目
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（款）民生費 （項）社会福祉費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 医療の充実

主要施策 地域医療の確保

取組 保健・医療・福祉の連携強化

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策
介護予防と高齢者の生きがいづくり
の推進

取組
高齢者の社会参加の促進と生きがい
づくりの推進

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策
介護予防と高齢者の生きがいづくり
の推進

取組
高齢者の社会参加の促進と生きがい
づくりの推進

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してくらし
続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策
介護予防と高齢者の生きがいづくりの推
進

取組 介護予防・日常生活支援総合事業の推進

重層的支援体制整備事業（地域介
護予防活動支援事業（かとうまち
かど体操事業））

「いきいき百歳体操」や「市のオリジナ
ル介護予防体操」を住み慣れた地域で取
り組み、高齢者の介護予防を図るための
「かとうまちかど体操教室」を実施す
る。実施主体となるグループの育成や教
室の開催を支援する。
［介護保険保険事業特別会計から移行］

1,271 481

老人福祉費

42 10 高齢介護課

重層的支援体制整備事業（地域介
護予防活動支援事業（地域回想法
スクール事業））

高齢者の心と脳を活性化する「回想法ス
クール事業」に保健師を派遣することに
より、高齢者の心のケアと生きがいづく
りの支援を行う。
［介護保険保険事業特別会計から移行］

83 31

396 150 196 50 高齢介護課

631

重層的支援体制整備事業（地域介
護予防活動支援事業） 高齢者の介護予防事業やインフォーマル

サービスの充実のためのボランティアや
地域活動組織の養成及び支援を行う。
［介護保険保険事業特別会計から移行］

159 高齢介護課

344 24 高齢介護課

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

高齢者の保健事業と介護予防の一
体的実施事業 通いの場である「かとうまちかど体操教

室」に保健師等の医療専門職が関与する
ことにより、フレイル予防の普及・促進
や健康教育、相談を行う。

368

目
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（款）民生費 （項）社会福祉費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 地域包括ケアの推進

取組 福祉総合相談体制の充実

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 地域包括ケアの推進

取組 地域包括ケアシステムの構築

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 地域包括ケアの推進

取組 地域包括ケアシステムの構築

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 地域包括ケアの推進

取組 地域包括ケアシステムの構築

2,478

13,861 8,095 3,224 2,542 高齢介護課

重層的支援体制整備事業（生活支
援体制整備事業） 住民が住み慣れた地域で暮らし続けられ

るように、地域ニーズと地域資源をつな
ぎ、協議体と協働して高齢者を支えあう
体制を創出する。
［介護保険保険事業特別会計から移行］

17,027 9,834 3,916 3,277 高齢介護課

1,624 1,359 高齢介護課

重層的支援体制整備事業（地域包
括支援センター運営事業（包括
的・継続的ケアマネジメント支援
事業））

高齢者に対して、包括的かつ継続的な
サービスを提供するために、地域の多様
な社会資源を活用したケアマネジメント
体制の構築を支援する。
［介護保険保険事業特別会計から移行］

重層的支援体制整備事業（地域包
括支援センター運営事業（権利擁
護事業））

高齢者虐待の防止及び早期発見、早期介
入、成年後見制度の利用促進、消費者被
害の防止により、高齢者の権利を擁護す
る。
［介護保険保険事業特別会計から移行］

7,060 4,077

重層的支援体制整備事業（地域包
括支援センター運営事業（総合相
談事業））

民生委員・児童委員や介護支援専門員等
の関係機関と連携し、高齢者の相談を総
合的に受け、訪問等により実態を把握
し、必要な各種サービスの調整を行う。
［介護保険保険事業特別会計から移行］

2,075 高齢介護課

目

老人福祉費

10,775 6,222

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課
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（款）民生費 （項）社会福祉費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 介護保険制度の健全かつ円滑な運営

取組 介護サービスの充実

政策
Ⅲひと・くらし・自然が調和した共
生・協働のまち

施策 便利で安心なくらしの実現

主要施策 医療保険制度等の充実と適正運用

取組 福祉医療制度の充実

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 福祉社会づくりの推進

取組
東条福祉センター「とどろき荘」の
経営健全化

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 福祉社会づくりの推進

取組
東条福祉センター「とどろき荘」の
経営健全化

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

5,896 2,598 3,298 保険医療課

高齢期移行助成事業
経済的負担を軽減し、健康の保持及び福
祉の増進を図るため、65歳から69歳まで
の方に、高齢期移行者医療費の自己負担
分の一部を助成する。

福祉センター管理運営事業
福祉活動の拠点である社福祉センター及
びラポートやしろ、並びに東条福祉セン
ター「とどろき荘」の管理運営を指定管
理により行う。

36,790 36,790 福祉総務課

2,800 1,400

目

1,400 高齢介護課

定期巡回・随時対応サービス参入
促進事業 定期巡回・随時対応型訪問看護サービス

に参入した事業所の人件費に対する補助
金を交付し、参入後の安定的な運営を支
援する。

福祉センター施設整備 老朽化したラポートやしろの給湯タンク
更新工事を行う。また、東条福祉セン
ター「とどろき荘」の電気設備、機械設
備更新工事の他に老朽化が進んでいる浴
室天井、地下室の調査を実施する。

104,342 104,342 福祉総務課

老人福祉費

福祉センター運
営費
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（款）民生費 （項）社会福祉費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 障害者・要援護者福祉の充実

取組 障害者の生活支援の強化

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 障害者・要援護者福祉の充実

取組 障害者の生活支援の強化

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 障害者・要援護者福祉の充実

取組 障害者の社会参加の促進

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 障害者・要援護者福祉の充実

取組 障害者の社会参加の促進

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

21,871 社会福祉課

485,544

地域活動支援センター等運営補助
事業 一般就労が困難な障害者の社会交流等の

機会や、創作、生産活動の場を確保する
ため、地域活動支援センターへの運営補
助を行う。（基礎的部分）

6,213 1,242 4,971 社会福祉課

一般就労が困難な障害者の社会交流等の
機会や、創作、生産活動の場を確保する
ため、地域の障害者団体が実施する地域
活動支援センターへの運営補助を行う。
（機能強化部分）

1,500 643

障害者福祉年金給付事業

障害者（児）の生活の向上及び福祉の増
進に寄与することを目的に、障害者
（児）へ年金を支給する。 21,871

目

162,640 社会福祉課

自立支援サービス等給付事業
障害者（児）の能力や適性に応じて日常
生活が送れるよう、在宅・施設入所の障
害者（児）へ障害福祉サービス費を給付
する。

648,184

障害者福祉費

重層的支援体制整備事業（地域活
動支援センター等運営補助事業）

857 社会福祉課
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（款）民生費 （項）社会福祉費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 障害者・要援護者福祉の充実

取組 障害者の社会参加の促進

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 障害者・要援護者福祉の充実

取組 障害者の生活支援の強化

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 障害者・要援護者福祉の充実

取組 障害者の社会参加の促進

政策
Ⅲひと・くらし・自然が調和した共
生・協働のまち

施策 便利で安心なくらしの実現

主要施策 医療保険制度等の充実と適正運用

取組 福祉医療制度の充実

重度障害者医療費助成事業 経済的負担を軽減し、健康の保持及び福
祉の増進を図るため、身体障害者手帳（1
級・2級）、療育手帳（A）及び精神障害
者保健福祉手帳（1級）の所持者に、医療
費の自己負担分の一部を助成する。
 ※ 後期高齢者医療被保険者を除く。

50,645 25,313 25,332 保険医療課

手話言語普及啓発事業

全ての市民がろう者とともに生きる地域
社会を実現することを目的に、手話言語
の普及啓発イベントを開催する。 2,077

2,420 1,500 195 725 社会福祉課

地域生活支援事業（その他任意事
業）

在宅障害者（児）が円滑な地域生活を営
むため、必要とされる地域生活支援を行
う。

5,481 3,259 2,222 社会福祉課

意思疎通支援・支援者派遣事業

手話通訳者・要約筆記者の派遣や、聴覚
障害者の意思疎通支援者を育成するため
の講座を開催する。

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課目

障害者福祉費

2,077 社会福祉課
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（款）民生費 （項）社会福祉費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅲひと・くらし・自然が調和した共
生・協働のまち

施策 便利で安心なくらしの実現

主要施策 医療保険制度等の充実と適正運用

取組 福祉医療制度の充実

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 障害者・要援護者福祉の充実

取組 障害者の生活支援の強化

（款）民生費 （項）児童福祉費 （単位：千円）

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 障害者・要援護者福祉の充実

取組 障害者の社会参加の促進

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してくらし
続けられるまち

施策 健康づくりと子育て支援の充実

主要施策
支援対象家庭・児童に対する支援体制の
充実

取組 ＤＶ家庭に対する支援の充実

DV対策支援事業 DVの防止の啓発・教育と被害者支援のた
めの相談窓口の周知等を行う。
また、令和5年度から令和9年度までの5年
間を計画期間とする「第3次加東市配偶者
等暴力（DV）対策基本計画」を策定す
る。

2,983 24

高齢重度障害者医療費助成事業 経済的負担を軽減し、健康の保持及び福
祉の増進を図るため、後期高齢者医療被
保険者のうち、身体障害者手帳（1級・2
級）、療育手帳（A）及び精神障害者保健
福祉手帳（1級）の所持者に、医療費の自
己負担分の一部を助成する。

42,568 21,274

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課目

2,959 福祉総務課

9,800 11,494 保険医療課

重層的支援体制整備事業（障害児
（者）相談支援センター運営事
業） 障害者相談支援センターの運営を委託

し、障害者（児）への相談・情報提供、
就労支援等の一貫性のある支援を総合的
に行う。

12,000 8,779 3,221 社会福祉課

障害者福祉費

児童福祉総務費

児童福祉事業（わかあゆ園運営負
担金）

児童発達支援として、わかあゆ園の運営
に必要な経費を負担する。 27,818 27,818 社会福祉課
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（款）民生費 （項）児童福祉費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してくらし
続けられるまち

施策 健康づくりと子育て支援の充実

主要施策
支援対象家庭・児童に対する支援体制の
充実

取組 子育てに関する相談体制の充実

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してくらし
続けられるまち

施策 健康づくりと子育て支援の充実

主要施策
支援対象家庭・児童に対する支援体制の
充実

取組 ＤＶ家庭に対する支援の充実

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学びや育ちを支える環境づくり

主要施策 幼児教育と保育サービス等の充実

取組 保育サービス等の充実

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学びや育ちを支える環境づくり

主要施策 幼児教育と保育サービス等の充実

取組 保育サービス等の充実 （拡充事業）

8,226 5,034 512 2,680 こども教育課

3,186 福祉総務課

病児・病後児保育事業 生後6か月から小学6年生までの児童で、
病気や病気の回復期のため、集団での保
育や家庭での保育が困難な児童を専用の
施設で一時的に預かる。
また、子育て支援サービスの充実を図る
とともに、保護者の就労を支援する。

33,561 22,442 こども教育課

アフタースクール運営事業
保護者の就労と子育ての両立を支援する
ため、保護者が昼間家庭にいない小学生
に対して、放課後等に適切な遊び及び生
活の場を提供し、その健全な育成を図
る。
また、放課後児童支援員等の処遇改善を
図るため、補助金を交付する。

104,269 48,266

誕生祝品支給事業
次代を担う子どもの出産・誕生を祝福す
るため、出産祝品として「加東伝の助」
の刺繍を施したスタイ（よだれかけ）を
支給する。

児童福祉施設入所等支援事業 経済的な事情や配偶者等からの暴力によ
り、保護者及び児童を母子生活支援施設
又は助産施設において安全な生活の確保
を行うとともに、その後の自立を支援す
る。

12,736 9,550

775 775 福祉総務課

児童福祉総務費

事業名／総合計画の体系目 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課
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（款）民生費 （項）児童福祉費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む学び
のまち

施策 学びや育ちを支える環境づくり

主要施策 幼児教育と保育サービス等の充実

取組 保育サービス等の充実

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 健康づくりと子育て支援の充実

主要施策
支援対象家庭・児童に対する支援体
制の充実

取組 児童虐待予防の推進

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 健康づくりと子育て支援の充実

主要施策
支援対象家庭・児童に対する支援体
制の充実

取組 児童虐待予防の推進

政策
Ⅲひと・くらし・自然が調和した共
生・協働のまち

施策 便利で安心なくらしの実現

主要施策 医療保険制度等の充実と適正運用

取組 福祉医療制度の充実 （拡充事業）

124,574 37,296 87,278 保険医療課

乳幼児等医療費給付事業
0歳から小学3年生までの乳幼児等に、通
院、入院に係る一部負担金を全額助成す
ることにより、経済的な負担の軽減と医
療の確保を行い、乳幼児等の健全な育成
を図る。また、令和4年7月からは所得制
限を撤廃し、さらなる子育て支援を推進
する。

児童虐待予防事業・
要保護児童対策地域協議会事業

児童虐待防止に係る啓発事業の実施及び
要保護児童対策地域協議会を運営する。 2,058 1,304

3,570 1,866 1,704 こども教育課

1,307 福祉総務課

ファミリーサポートセンター事業 子育て支援体制の充実を図るため、子育
てに支援が必要な方と、子育てを支援し
たい方との相互援助活動に関する連絡、
調整を行う。
また、協力会員を対象に講習会を実施
し、会員のスキルアップを図る。

754 福祉総務課

MY TREEペアレンツ・プログラム
事業

虐待行動を行う親が「セルフケア」と
「問題解決力」を身につけるためのプロ
グラムを行う。 1,307

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課目

児童福祉総務費
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（款）民生費 （項）児童福祉費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅲひと・くらし・自然が調和した共
生・協働のまち

施策 便利で安心なくらしの実現

主要施策 医療保険制度等の充実と適正運用

取組 福祉医療制度の充実 （拡充事業）

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 障害者・要援護者福祉の充実

取組 障害者の社会参加の促進

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 健康づくりと子育て支援の充実

主要施策
支援対象家庭・児童に対する支援体
制の充実

取組 子育てに関する相談体制の充実

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学びや育ちを支える環境づくり

主要施策 幼児教育と保育サービス等の充実

取組 保育サービス等の充実

目

児童福祉総務費

6,141 5,337 804 こども教育課

重層的支援体制整備事業（利用者
支援事業）

社児童館「やしろこどものいえ」及び東
条鯉こいランドに利用者支援員を配置
し、子育て家庭や妊産婦の身近な場所
で、相談や情報提供、助言を行うほか、
適切な施設・事業が利用できるように支
援する。

事業内容・事業目的 総事業費

こども医療費給付事業

小学4年生から中学3年生までの子ども
に、通院、入院に係る一部負担金を全額
助成することにより、経済的な負担の軽
減と医療の確保を行い、子どもの健全な
育成を図る。また、令和4年7月からは所
得制限を撤廃するとともに、18歳に達す
る日以後の最初の3月31日までの子どもに
対象を拡大し、さらなる子育て支援を推
進する。

82,597 11,224

事業名／総合計画の体系
財源内訳

担当課

162,727 121,788 40,939 社会福祉課

71,373 保険医療課

障害児通所給付費等給付事業

障害児童の発達支援強化のため、支援を
必要とする児童の障害児通所サービス費
を給付する。

62,792 62,792 福祉総務課

子育て応援事業（子育て世帯スマ
イル交付金） 0歳から5歳までの児童を養育する全ての

世帯を応援するため、当該児童を養育す
る世帯に、児童一人当たり年額30千円を
交付する。
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（款）民生費 （項）児童福祉費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 健康づくりと子育て支援の充実

主要施策
出産・子育て環境の充実と親子の健
康づくり

取組 出産・子育て環境の充実

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学びや育ちを支える環境づくり

主要施策 幼児教育と保育サービス等の充実

取組
児童館等の地域子育て支援拠点の充
実

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 健康づくりと子育て支援の充実

主要施策
支援対象家庭・児童に対する支援体
制の充実

取組 子育てに関する相談体制の充実

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 健康づくりと子育て支援の充実

主要施策
支援対象家庭・児童に対する支援体
制の充実

取組 ひとり親家庭への支援

こども教育課

3,686 2,722 964 福祉総務課

98,152 福祉総務課

ひとり親等福祉事業

ひとり親家庭の自立支援のため、資格取
得に向けた給付金の支給及び相談支援を
行う。

児童手当費

児童手当事業
子どもの健やかな育ちを社会全体で支援
するため、0歳から中学校修了前までの児
童を対象に児童手当を支給する。
　3歳未満：15千円
　3歳以上小学校修了前まで：
　　10千円（第3子以降は15千円）
　中学生：10千円
　特例給付：5千円

641,220 543,068

35,048 21,701

重層的支援体制整備事業（地域子
育て支援拠点事業）

地域子育て支援拠点として、子育て中の
親子を対象に、交流の場の提供と子育て
等に関する相談、援助を行う。また、絵
本の読み聞かせ、親子体操等の各種講座
を開催するほか、親子のサークル活動等
を支援する。

重層的支援体制整備事業（妊娠・
出産・子育て安心応援事業）

妊娠・出産・子育て安心コーディネー
ター（パートナー）を配置し、妊娠期か
ら出産・子育てについて、適切な情報提
供を行い、切れ目のない支援を行うこと
で、全ての妊産婦が安心して子どもを生
み育てられる環境を整える。

124 70 54 健康課

13,347

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課目

児童福祉総務費

ひとり親等福祉
費
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（款）民生費 （項）児童福祉費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 健康づくりと子育て支援の充実

主要施策
支援対象家庭・児童に対する支援体
制の充実

取組 ひとり親家庭への支援

政策
Ⅲひと・くらし・自然が調和した共
生・協働のまち

施策 便利で安心なくらしの実現

主要施策 医療保険制度等の充実と適正運用

取組 福祉医療制度の充実

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学びや育ちを支える環境づくり

主要施策 幼児教育と保育サービス等の充実

取組 就学前教育・保育の充実

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学びや育ちを支える環境づくり

主要施策 幼児教育と保育サービス等の充実

取組
児童館等の地域子育て支援拠点の充
実

こども教育課

5,543 保険医療課3,106

24 17,534 こども教育課

91,654 福祉総務課

39,821

児童扶養手当事業

ひとり親家庭等の生活向上、自立促進と
福祉の増進のため、世帯の所得に応じて
児童扶養手当を支給する。 136,649 44,995

児童館費

児童館運営事業
児童の健全育成に関する総合的な機能を
有する施設として、社児童館「やしろこ
どものいえ」及び滝野児童館（きらら）
の管理運営を行う。
また、施設の玄関棟トイレ改修工事、遊
具の修繕を行い、施設の適正管理を図
る。

17,608 50

52,204 12,383児童福祉施設費

公立こども園等運営事業
公立認定こども園及び保育所（3施設）に
おいて、幼児教育・保育を提供する通常
保育及び特別保育事業（延長保育・一時
預かり・休日保育・障害児等保育）を行
う。
　教育利用定員　58人
　保育利用定員 272人

母子家庭等医療費給付事業 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
の児童又は20歳未満で高校在学中の児童
を監護する母（父）に、医療費の自己負
担分の一部を助成することにより、経済
的な負担の軽減と医療の確保を行う。

8,649

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課目

ひとり親等福祉
費
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（款）民生費 （項）児童福祉費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学びや育ちを支える環境づくり

主要施策 幼児教育と保育サービス等の充実

取組 就学前教育・保育の充実 （拡充事業）

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学びや育ちを支える環境づくり

主要施策 幼児教育と保育サービス等の充実

取組 保育サービス等の充実

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学びや育ちを支える環境づくり

主要施策 幼児教育と保育サービス等の充実

取組 就学前教育・保育の充実

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学びや育ちを支える環境づくり

主要施策 幼児教育と保育サービス等の充実

取組 就学前教育・保育の充実

目 事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

教育無償化保育料軽減事業 幼児教育・保育の無償化による施設型給
付幼稚園・認定こども園の預かり保育、
私学助成幼稚園の教育・預かり保育及び
認可外保育施設等の利用料に対し「子育
てのための施設等利用給付」を行う。

特別保育事業

私立保育所及び認定こども園が行う特別
保育事業（延長保育、一時預かり）に対
し、補助金を交付する。 29,859 19,906

1,481,969 1,065,067 13,106 403,796 こども教育課

保育所運営事業

私立保育所等への施設型給付及び障害児
等保育に係る交付金を給付し、幼児教
育・保育の充実及び施設の健全運営を支
援する。また、一定の条件を満たす保育
所等について補助金を交付し、運営を支
援する。
全ての保育士等の処遇改善を図るため、
賃上げの原資として補助金を交付する。
新たな取組として、市内私立保育所等に
新規採用され一定期間勤務した保育士等
に対し、補助金を交付し、人材確保及び
保育の質の向上を図る。

保育料軽減事業
子どもを生み育てやすい環境を整えるた
め、一定の所得要件のもと、保育所等に
通う子どもの保育料の一部を第1子から助
成し、保護者の経済的負担を軽減する。

7,662 4,605

16,823 13,656 3,167 こども教育課

児童運営費
9,953 こども教育課

3,057 こども教育課
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（款）民生費 （項）生活保護費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 障害者・要援護者福祉の充実

取組 生活困窮者等への自立支援

（款）衛生費 （項）保健衛生費 （単位：千円）

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 医療の充実

主要施策 地域医療の確保

取組 播磨内陸医務事業組合の運営管理

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 健康づくりと子育て支援の充実

主要施策 健康増進の推進

取組 生活習慣病予防の推進

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 健康づくりと子育て支援の充実

主要施策 健康増進の推進

取組 生活習慣病予防の推進

5,705 2,024 282 3,399 健康課

801 7,099 健康課

健康診査事業
疾患の早期発見・早期治療を図るため、
特定の年齢を補助対象とし、肝炎ウイル
ス検診、歯周病検診及び骨粗しょう症検
診を実施する。

保健衛生事務 看護師の安定確保を図るため、播磨内陸
医務事業組合の運営経費を負担する。ま
た、私的二次救急医療機関に助成金を支
出し、市における救急医療体制を確保す
る。

扶助費

生活保護支給事業
生活に困窮している方に対し、最低限度
の生活保障及び自立を助長するため、そ
の困窮の程度に応じて必要な保護を行
う。

297,117 237,048

基本健診・総合管理 5月～6月に特定（基本）健康診査を実施
する。
また、市独自で腎機能検査、貧血検査及
び総コレステロール値を追加し、オプ
ション検査として胃ABC検診を実施する。

8,090 190

28,505 28,505 健康課

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課目

1,000 59,069 社会福祉課

健康増進事業費

保健衛生総務費
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（款）衛生費 （項）保健衛生費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 健康づくりと子育て支援の充実

主要施策 健康増進の推進

取組 生活習慣病予防の推進

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 健康づくりと子育て支援の充実

主要施策 健康増進の推進

取組 生活習慣病予防の推進

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 健康づくりと子育て支援の充実

主要施策 健康増進の推進

取組 生活習慣病予防の推進

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 健康づくりと子育て支援の充実

主要施策 健康増進の推進

取組 生活習慣病予防の推進

健康教育事業
市民の主体的な健康づくりを向上させる
ため、健康教室を開催し、健康づくりを
推進するリーダーの養成と活動拡充を図
る。

822 101

1,071 159 912 健康課

16,185 845 15,340 健康課

がん検診事業

がんの早期発見・早期治療を図るため、
胃がん、胸部（肺がん）、大腸がん及び
前立腺がんの集団検診を実施する。

82 639 健康課

がん検診推進事業 がん検診の受診を促進し、がんの早期発
見・早期治療を図るため、特定の年齢の
方に、子宮頸がん及び乳がん検診の無料
クーポン券を配布する。（子宮頸がん21
歳、乳がん41歳）

600 7,221 健康課

女性のがん検診事業
女性がんの早期発見・早期治療を図るた
め、子宮頸がん（20歳以上）及び乳がん
（40歳以上）の集団・個別検診を実施
し、健診費用一部助成する。

7,821

担当課目 事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

健康増進事業費
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（款）衛生費 （項）保健衛生費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 健康づくりと子育て支援の充実

主要施策 健康増進の推進

取組 生活習慣病予防の推進

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 健康づくりと子育て支援の充実

主要施策 健康増進の推進

取組 こころの健康づくりの推進

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 健康づくりと子育て支援の充実

主要施策 健康増進の推進

取組 食育の推進

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 医療の充実

主要施策 地域医療の確保

取組 保健・医療・福祉の連携強化

1,320 624 696 健康課

110 健康課

がん患者支援事業
若年者の末期がん患者が、住み慣れた自
宅で最期まで安心して日常生活を送れる
よう、訪問介護サービスや介護用品レン
タルに係る費用を一部助成する。
また、がん患者の身体的・精神的な負担
や社会生活上の不安を和らげるため医療
用ウイッグ、乳房補正具の購入費用を一
部助成する。

自殺予防対策事業 「誰も自殺に追い込まれることのない社
会」を目指し、「いのち」を大切にする
こころの健康づくりを推進するため、こ
ころの健康づくりネットワーク研修やメ
ンタルチェック、相談窓口の啓発を行
う。

サンサンチャレンジ事業

生活習慣病予防と健康増進を図るため、3
か月で3kgやせる市民大運動を実施する。 1,168 403

和食推進事業 生活習慣病の発症及び重症化予防、健康
増進、豊かな人間形成を図るため、11月
24日の「かとう和食の日」を中心に、食
育の一環として、地産地消と日本型食生
活（和食）を推進する。

110

532 278 254 健康課

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

6 759 健康課

目

健康増進事業費
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（款）衛生費 （項）保健衛生費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅲひと・くらし・自然が調和した共
生・協働のまち

施策 便利で安心なくらしの実現

主要施策 医療保険制度等の充実と適正運用

取組 後期高齢者医療制度の適正な運用

政策
Ⅲひと・くらし・自然が調和した共
生・協働のまち

施策 便利で安心なくらしの実現

主要施策 医療保険制度等の充実と適正運用

取組 後期高齢者医療制度の適正な運用

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 医療の充実

主要施策 地域医療の確保

取組 保健・医療・福祉の連携強化

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 健康づくりと子育て支援の充実

主要施策 健康増進の推進

取組 感染症の予防

健康課

予防接種事業
感染のおそれがある疾病の発生及びまん
延を予防するため、予防接種法に基づ
き、子どもの定期予防接種を実施し、接
種費用を全額助成する。

125,024

403 71 332 健康課

高齢者の保健事業と介護予防の一
体的実施事業

医療・介護・健康診査のデータ分析をも
とに、健康課題を把握し、高齢者に対す
る個別的支援を行う。

4,487 4,208 279 保険医療課

後期高齢者医療健康診査事業
後期高齢者の健康維持のため、まちぐる
み総合健診において、後期高齢者医療被
保険者を対象に、基本健康診査を無料で
行う。

125,024

644 496 保険医療課

人間ドック受診事業

後期高齢者医療被保険者を対象に、人間
ドック受診に要する費用を一部助成し、
健康寿命の延伸につなげる。 1,140

目 事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

健康増進事業費

予防費
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（款）衛生費 （項）保健衛生費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 健康づくりと子育て支援の充実

主要施策 健康増進の推進

取組 感染症の予防

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 健康づくりと子育て支援の充実

主要施策 健康増進の推進

取組 感染症の予防

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 健康づくりと子育て支援の充実

主要施策 健康増進の推進

取組 感染症の予防

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 健康づくりと子育て支援の充実

主要施策 健康増進の推進

取組 感染症の予防

3,538 3,538 健康課

任意予防接種助成事業
小学校就学前の児童を対象に、風しん、
おたふくかぜの発症及び重症化を予防す
るため、接種費用を一部又は全額助成す
る。

2,573 健康課

肺炎球菌予防事業
予防接種法で定める特定年齢者及び60歳
以上で内部障害の身体障害者手帳所持者
を対象に、肺炎を予防するため、接種費
用を全額助成する。

34,269 健康課

高齢者インフルエンザ事業
65歳以上の高齢者及び60歳以上で内部機
能障害を有する方を対象に、季節性イン
フルエンザの罹患を予防するため、接種
費用を全額助成する。

34,269

風しん予防接種事業 予防接種法に定める抗体保有率が低い世
代の男性を対象に、風しんの流行及び先
天性風しん症候群の発症を予防するた
め、抗体検査費及び予防接種費を全額助
成する。

4,246 1,673

4,854 4,854 健康課

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課目

予防費
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（款）衛生費 （項）保健衛生費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅲひと・くらし・自然が調和した共
生・協働のまち

施策 環境にやさしいくらしづくり

主要施策
良好な生活環境等の確保に向けた取
組の推進

取組 環境衛生対策等の推進

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 健康づくりと子育て支援の充実

主要施策 健康増進の推進

取組 感染症の予防

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 健康づくりと子育て支援の充実

主要施策
出産・子育て環境の充実と親子の健
康づくり

取組 出産・子育て環境の充実

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 健康づくりと子育て支援の充実

主要施策
出産・子育て環境の充実と親子の健
康づくり

取組 出産・子育て環境の充実

乳幼児健診
乳幼児の健康増進、心身障害の早期発見
及び育児支援を行うため、母子保健法に
よる4か月児、1歳6か月児及び3歳児健診
を実施する。

4,463

1,611 402 1,209 健康課

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防
止のため、予防接種を行う。予防接種費
用は国が全額負担する。 100,967 100,967

4,463 健康課

目 担当課

1,026 1,026 生活環境課

犬等対策事業 狂犬病の発生を予防し、公衆衛生の向上
及び公共の福祉の増進を図る。
　畜犬登録と狂犬病予防集合注射
　個別注射の推奨
　適正飼育、マナーについての啓発

健康課

妊産婦支援事業

妊産婦が安心して出産・育児ができるよ
う、妊娠中から他機関と連携し、切れ目
のない相談・支援を行う。

新型コロナウイルスワクチン接種
事業

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

予防費

母子衛生費
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（款）衛生費 （項）保健衛生費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 健康づくりと子育て支援の充実

主要施策
出産・子育て環境の充実と親子の健
康づくり

取組 出産・子育て環境の充実

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 健康づくりと子育て支援の充実

主要施策
出産・子育て環境の充実と親子の健
康づくり

取組 生活習慣の確立

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 健康づくりと子育て支援の充実

主要施策
出産・子育て環境の充実と親子の健
康づくり

取組 出産・子育て環境の充実

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 健康づくりと子育て支援の充実

主要施策
出産・子育て環境の充実と親子の健
康づくり

取組 出産・子育て環境の充実

目

母子衛生費

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

13 1,966 健康課

母子健康づくり事業
子どもが健やかに育つ社会環境づくりの
ため、保育園、幼稚園及び認定こども園
との連携を図り、「早寝・早起き・朝ご
はん運動」を推進する。

育児教室・相談
乳幼児の健康増進、食育を含めた育児支
援を行うため、パパママクラス、10か月
児相談、2歳児育児教室、子育て何でも相
談、食育教室等を実施する。

1,979

37,549 健康課

妊娠・出産・子育て安心応援事業
（産後ケア事業） 全ての妊婦が安心して子どもを生み育て

られる環境を整備するため、妊娠期から
出産・子育てについて、切れ目のない支
援を行う。

妊婦健康診査・不妊治療助成事業 妊婦がより健やかな妊娠期を過ごし、安
心して出産を迎えられるよう、妊婦健康
診査費を助成する。
また、特定不妊治療及び不育症治療を受
ける夫婦の経済的負担を軽減するため、
治療に要する費用を一部助成する。

37,596 47

319 319 健康課

2,840 599 2,241 健康課
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（款）衛生費 （項）保健衛生費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 健康づくりと子育て支援の充実

主要施策
出産・子育て環境の充実と親子の健
康づくり

取組 出産・子育て環境の充実

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 健康づくりと子育て支援の充実

主要施策
出産・子育て環境の充実と親子の健
康づくり

取組 出産・子育て環境の充実

政策
Ⅲひと・くらし・自然が調和した共
生・協働のまち

施策 便利で安心なくらしの実現

主要施策 医療保険制度等の充実と適正運用

取組 福祉医療制度の充実

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 健康づくりと子育て支援の充実

主要施策
出産・子育て環境の充実と親子の健
康づくり

取組 出産・子育て環境の充実

子育て見守り支援事業 子育て経験のある配達員が子育て用品を
毎月宅配することで、子育て世帯との関
わりを持ち、子育てに関する相談や情報
提供を行うとともに、経済的負担を軽減
する。

21,569 3,888

4,202 3,150 1,052 保険医療課

1,862 1,862 健康課

17,681 健康課

1,146 健康課

未熟児養育医療事業 入院養育が必要な未熟児に係る医療費の
一部負担金及び食事療養費を全額助成す
ることにより、経済的な負担の軽減と医
療の確保を行い、乳児の健全な育成を図
る。

妊娠・出産・子育て安心応援事業
（産婦健康診査費助成事業） 母親の育児状況や身体的・精神的な経過

を確認することにより、産後うつ等の予
防を図るため、産婦健康診査費用を助成
する。

2,249 1,103

妊娠・出産・子育て安心応援事業
（新生児聴覚検査費助成事業）

聴覚障害児の早期発見と療育の早期実施
のため、新生児聴覚検査費用を助成す
る。

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課目

母子衛生費
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（款）衛生費 （項）保健衛生費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅲひと・くらし・自然が調和した共
生・協働のまち

施策 環境にやさしいくらしづくり

主要施策
良好な生活環境等の確保に向けた取
組の推進

取組 環境衛生対策等の推進

政策
Ⅲひと・くらし・自然が調和した共
生・協働のまち

施策 環境にやさしいくらしづくり

主要施策
良好な生活環境等の確保に向けた取
組の推進

取組 公害の防止

政策
Ⅲひと・くらし・自然が調和した共
生・協働のまち

施策 環境にやさしいくらしづくり

主要施策 地球環境の保全に向けた取組の推進

取組 地球環境に配慮したまちづくり

環境対策事業

9,465 生活環境課

3,000 1,998 生活環境課

市民が健康で安心かつ快適な生活を営む
ことができる環境の実現を図る。
　河川及びため池の水質検査
　市内幹線道路の自動車騒音調査及び
　面的評価
　環境保全啓発事業の実施

環境衛生費

保健衛生推進事業 快適で充実した生活を営むため、市民自
らの手による美しい環境づくりと環境に
やさしい行動を積極的に促進する。
また、加東市保健衛生推進協議会活動に
対して支援を行う。

894

環境対策事業
（エコハウス補助・環境学習）

地球温暖化防止対策の一環として、市内
住宅の環境性能の向上を促進し、家庭か
らのCO 排出量を削減する有効手段とし
て、エコハウス設備設置補助金を交付す
る。
また、市民、事業者、市とのパートナー
シップにより、クールチョイス事業、
「環境を考える」市民の集いを開催し、
市民の環境保全意識の向上を図る。

4,998

9,465

環境対策費

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

894 生活環境課

目
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（款）衛生費 （項）保健衛生費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅵ豊かで快適なくらしを支える都市
基盤が整備されたまち

施策 都市基盤の整備充実

主要施策 安全・安心で良好な住環境の形成

取組 空家等の適切な管理と利活用の推進 （新規事業）

政策
Ⅵ豊かで快適なくらしを支える都市
基盤が整備されたまち

施策 都市基盤の整備充実

主要施策 安全・安心で良好な住環境の形成

取組 空家等の適切な管理と利活用の推進

（款）衛生費 （項）清掃費 （単位：千円）

政策
Ⅲひと・くらし・自然が調和した共
生・協働のまち

施策 環境にやさしいくらしづくり

主要施策
良好な生活環境等の確保に向けた取
組の推進

取組 環境衛生対策等の推進

1,005 生活環境課清掃総務費

清掃管理事業 公衆便所利用者に快適な環境を提供する
とともに、公衆衛生の向上及び快適な生
活環境を確保する。
　公衆便所の適正な維持管理
　　中国自動車道滝野社IC
　　佐保神社前

1,005

6,885 6,885 都市政策課

空家等対策事業

空家等実態調査で把握した空家等につい
て、経年劣化や利用実態を確認するため
空家パトロールを実施する。その結果を
基にデータベースを整備し、所有者に対
する啓発や相談にも随時対応する。
また、適正に管理されず、老朽化し倒壊
の恐れがあり、公衆衛生や周囲の景観の
悪化を招いている空家の除却を促進する
ため、補助金を交付する。
（特定空家補助2件（上限1,332千円）、
老朽空家補助4件（上限333千円））

4,503 1,998 2,505 都市政策課

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課目

環境対策費

空家等対策計画策定事業
令和5年度から次期計画期間となる「加東
市空家等対策計画（H30～R4）」の見直し
を行い、更なる空家等対策の推進を図
る。
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（款）衛生費 （項）清掃費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅲひと・くらし・自然が調和した共
生・協働のまち

施策 環境にやさしいくらしづくり

主要施策
良好な生活環境等の確保に向けた取
組の推進

取組 環境美化等の推進

政策
Ⅲひと・くらし・自然が調和した共
生・協働のまち

施策 環境にやさしいくらしづくり

主要施策
廃棄物の減量・リサイクルの推進と
処理体制の効率化

取組
廃棄物の適正処理の推進と効率的な
処理体制の構築

政策
Ⅲひと・くらし・自然が調和した共
生・協働のまち

施策 環境にやさしいくらしづくり

主要施策
廃棄物の減量・リサイクルの推進と
処理体制の効率化

取組
廃棄物の適正処理の推進と効率的な
処理体制の構築

39,080 171,141 生活環境課

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

清掃総務費

廃棄物減量美化対策事業

不法投棄をさせない、ごみを減らし再資
源化を推進するまちづくりのため、市民
の自主的な活動による環境美化を推進す
る。
また、不法投棄防止地区の指定を推進
し、地域、市、警察が一体となって不法
投棄の防止に取り組む。
　クリーンキャンペーンの支援
　ごみ収集箱設置補助金の交付
　資源ごみ集団回収運動奨励金の交付
　監視パトロールの実施

じん芥処理費

じん芥処理事業
ごみを衛生的かつ安全に処理するため
に、安定的な処理体制の充実を図る。
　一般廃棄物の収集、運搬及び処理
　分別収集によるリサイクルの推進
　ごみ処理施設の運営に係る負担金
　上中埋立処分地、薮残土処理場及び
  リサイクルヤードの管理運営

210,221

6,159 6,159 生活環境課

78,918し尿処理費

し尿処理事業

快適な生活環境を保持するため、北播衛
生事務組合の運営経費及び施設使用料を
負担する。 78,918

目

生活環境課
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（款）労働費 （項）労働諸費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策
商工業・観光産業の活性化と雇用対
策の充実

主要施策 労働・雇用の促進

取組 就労環境の充実

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策
商工業・観光産業の活性化と雇用対
策の充実

主要施策 労働・雇用の促進

取組 地元就労の促進

（款）農林水産業費 （項）農業費 （単位：千円）

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策 活力ある農業の実現

主要施策 力強い農業経営の実現

取組
地域農業活性化ビジョンの推進と実
現 （新規事業）

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策 活力ある農業の実現

主要施策 力強い農業経営の実現

取組 農業経営基盤の強化

11,921 商工観光課

5,026 5,026 農政課

農業振興一般事業（農業振興事業
補助金）

農業者団体等がより効率的な農業を行う
ため、農業用機械器具購入経費に対し、
補助金を交付する。

農業振興費

農業振興一般事業（地域農業活性
化ビジョン後期計画策定支援業務
委託料）

「加東市地域農業活性化ビジョン（H30～
R9）」に掲げる将来像を目指し、各種団
体等と協力、連携しながら総合的かつ計
画的に推進するため、令和5年度から始ま
る後期計画に向け現行の計画を見直す。

9,000 9,000 商工観光課

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課目

労働諸費

雇用促進事業

就労機会の確保のため、就労支援室にお
いて、就労支援相談及び求人情報を提供
し、市内児童館では、求人情報の提供及
び女性のための就労支援セミナーを実施
する。また、市内事業所における人材確
保と本市での就職を希望する新規学卒者
及び一般求職者の支援として、大学生の
企業等訪問ツアー、就職面接会、合同企
業説明会を開催する。

11,921

4,057 4,057 農政課

シルバー人材センター運営事業
（シルバー人材センター補助金）

高年齢者の多様な就業ニーズに応じ、地
域社会の日常生活に密着した就業機会を
確保し、併せて高年齢者の生きがいの充
実、社会参加の促進による地域社会の活
性化を図るため、公益社団法人加東市シ
ルバー人材センターに補助金を交付す
る。
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（款）農林水産業費 （項）農業費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策 活力ある農業の実現

主要施策 農産物のブランド力向上と生産拡大

取組 農産物のブランド化と生産拡大

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策 活力ある農業の実現

主要施策 農産物のブランド力向上と生産拡大

取組 農産物のブランド化と生産拡大

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策 活力ある農業の実現

主要施策 力強い農業経営の実現

取組 農業経営基盤の強化

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策 活力ある農業の実現

主要施策 力強い農業経営の実現

取組 農業経営基盤の強化

6,388 農政課

数量調整円滑化推進事業 需要に応じた作付けを円滑に推進するた
め、「水稲生産実施計画書及び営農計画
書(細目書)」の取りまとめや、作付け状
況の現地確認を農会長会に委託して実施
する。

6,388

4,800 農政課

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的

農業振興一般事業（集落営農補助
金）

麦・大豆等、水稲以外の作物を作付ける
ことで、水田のフル活用を図り、地域実
態に即した効果的な営農活動を確保する
ため、二毛作及び集積化に取り組む集落
営農組織、認定農業者及び認定新規就農
者へ補助金を交付する。

4,800

500 500 農政課

1,906 農政課

農業振興一般事業（加東市もち麦
活用協議会負担金） 市内における加東市産もち麦の地産地消

の推進を目的に、加東市もち麦活用協議
会が行う各種事業に要する費用の一部を
負担する。

農業振興一般事業（もち麦等栽培
支援交付金） 加東市産もち麦の特産化を進めるため

に、赤カビ病防除を年間2回以上実施し、
もち麦又は六条大麦を適正に栽培した集
落営農組織、認定農業者及び認定新規就
農者へ支援金を交付する。

1,906

総事業費
財源内訳

担当課

農業振興費

目
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（款）農林水産業費 （項）農業費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策 活力ある農業の実現

主要施策 力強い農業経営の実現

取組 農業経営基盤の強化

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策 活力ある農業の実現

主要施策 鳥獣被害対策の推進

取組 有害鳥獣捕獲対策の推進

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策 活力ある農業の実現

主要施策 農産物のブランド力向上と生産拡大

取組 加東市産山田錦のブランド力の向上

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策 活力ある農業の実現

主要施策 鳥獣被害対策の推進

取組 有害鳥獣侵入防護対策の推進

地域農業活性化推進事業
地域特産である酒米山田錦のブランド化
による地域農業の活性化を推進するた
め、乾杯まつりの開催や兵庫県のイベン
ト(SAKEselection)に参加する。

20,700 20,700 農地整備課

鳥獣被害防止総合対策事業
イノシシ等の農地への侵入を防ぎ、農作
物被害の防止、軽減を図るため、侵入防
止柵を支給する。
　13地区　L=10,405m

有害鳥獣対策事務 農作物被害軽減のため、有害鳥獣及び特
定外来生物の捕獲を行うとともに、地域
で取り組む有害鳥獣対策に対し、柵の購
入助成やバッファーゾーンの整備、民間
専門業者による助言・指導等の支援を行
う。

21,306

6,117 6,117 農政課

担当課

5,015 5,015 農政課

21,306 農地整備課

直接支払推進事業 農業経営の安定と国内生産力の確保を図
り、食料自給率の向上と農業の多面的機
能を維持することを目的として、経営所
得安定対策の推進活動及び要件確認に要
する経費に対して助成する。

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

目

農業振興費
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（款）農林水産業費 （項）農業費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策 活力ある農業の実現

主要施策 農産物のブランド力向上と生産拡大

取組 農産物のブランド化と生産拡大

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策 活力ある農業の実現

主要施策 力強い農業経営の実現

取組 農地の流動化と集約化等の推進

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策 活力ある農業の実現

主要施策 力強い農業経営の実現

取組 農地の流動化と集約化等の推進

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策 活力ある農業の実現

主要施策 農村環境の整備等の推進

取組 農村環境の整備

1,250 農政課

6,424 農地整備課

中山間地等直接支払事業
中山間地域等の農業生産条件の不利を補
正するため、適正な農用地の維持管理活
動に対して支援及び指導を行う。
　12地区

20,845 14,421

4,842 3,631

農地中間管理推進事業

農地中間管理機構を活用し、集落での農
地集積を推進するため、借受希望者の掘
り起こしやマッチング等を行う。 1,250

1,532 1,508 24 農政課

1,211 農政課

人・農地問題解決推進事業
人・農地プランに位置付けられた地域の
中心経営体の確保や担い手への農地集積
を推進するため、新規就農者への給付金
を交付する。

環境保全型農業直接支払交付金事
業

地球温暖化防止等に効果の高い営農活動
(有機農業及び化学肥料・化学合成農薬
を、5割以上低減する取組と合わせて、緑
肥・堆肥を土壌にすき込む取組)に取り組
む農業者団体に対し、交付金を交付す
る。

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課目

農業振興費
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（款）農林水産業費 （項）農業費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策 活力ある農業の実現

主要施策 農産物のブランド力向上と生産拡大

取組
効率的な作付体系の確立と酒造好適
米の生産拡大 （新規事業）

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策 活力ある農業の実現

主要施策 農産物のブランド力向上と生産拡大

取組
効率的な作付体系の確立と酒造好適
米の生産拡大 （新規事業）

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策 活力ある農業の実現

主要施策 農産物のブランド力向上と生産拡大

取組 加東市産山田錦のブランド力の向上 （新規事業）

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策 活力ある農業の実現

主要施策 農村環境の整備等の推進

取組 農村環境の整備

北播磨地域日本酒消費拡大支援券
事業

新型コロナウイルスによる活動自粛のた
め飲食店等の売り上げが激減しているこ
とに伴い、売上げが落ちている日本酒が
割安に買える支援券を、北播磨広域定住
自立圏構成市町が一体となって販売する
ことで、日本酒の消費を喚起し、山田錦
の生産と産地維持を図る。

5,000 5,000 農地整備課農地費

市単独事業（地区単独土地改良事
業補助金）

各地区が実施する農業用施設改修工事等
の土地改良事業に対し、補助金を交付す
る。

4,444 2,975 1,469 農政課

19,378 農政課

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

営農継続支援事業（主食用米営農
継続支援交付金）

コロナ禍で外食産業の主食用米の需要が
減少したことを受け、米価が下落してい
る主食用米生産農家の営農継続を支援す
ることを目的に、生産農家の主食用米作
付面積に対して交付金（2,500円/10a）を
交付する。

19,378

52,593 52,593 農政課

営農継続支援事業（山田錦等酒造
好適米営農継続支援交付金）

コロナ禍で作付面積の抑制、米価の下落
といった影響を受けた生産農家の営農意
欲の減退や離農を防ぎ、市のブランド作
物である山田錦の産地振興と農地保全を
図るため、生産農家に対して、酒造好適
米作付面積に対して交付金（5,000円
/10a）を交付する。

目

農業振興費
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（款）農林水産業費 （項）農業費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策 活力ある農業の実現

主要施策 農村環境の整備等の推進

取組 農村環境の整備

政策
Ⅵ豊かで快適なくらしを支える都市
基盤が整備されたまち

施策 都市基盤の整備充実

主要施策 持続可能な都市基盤整備の推進

取組 土地利用等の基盤整備

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策 活力ある農業の実現

主要施策 農村環境の整備等の推進

取組 農地基盤の整備

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策 活力ある農業の実現

主要施策 農村環境の整備等の推進

取組 農村環境の整備

目

農地費

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

土地改良施設維持管理適正化事業
土地改良事業により造成された施設の整
備補修をすることで、維持管理費の節減
及び機能の保持を図る。
　穂積地区　大池ポンプ場機器更新
　　　　　　千鳥川ポンプ場機器更新
　大畑地区　順礼池取水施設整備
※R4工事実施は千鳥川ポンプ場のみ

4,839

27,256 20,161 7,095 都市政策課

794 1,014 農地整備課

地籍調査事業
令和4年度は、社市街地Ⅱ-2（17ha）で一
筆地調査、細部図根測量、一筆地測量、
地積測定、社市街地Ⅲ（34ha）で地籍図
根三角測量、一筆地調査を行う。

県営かんがい排水事業

県や土地改良区が実施する基幹水利ス
トックマネジメント事業等の用排水路改
修工事等に対し、負担金を拠出する。

多面的機能支払交付金事業
地域が共同で行う農地及び農業用施設の
維持、管理並びに更新等の活動を支援す
る。
　76組織

229,301 172,010

3,108 1,300

4,839 農地整備課

57,291 農地整備課

- 45 -



（款）農林水産業費 （項）農業費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策 活力ある農業の実現

主要施策 農村環境の整備等の推進

取組 農村環境の整備

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策 活力ある農業の実現

主要施策 農村環境の整備等の推進

取組 農村環境の整備

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策 活力ある農業の実現

主要施策 農村環境の整備等の推進

取組 農地基盤の整備

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策 活力ある農業の実現

主要施策 農村環境の整備等の推進

取組 農地基盤の整備

地域農業水利施設ストックマネジ
メント事業

団体営事業で造成された農業水利施設の
機能を効率的に保全する。
　多井田地区頭首工実施設計　1か所

20,000 12,800 3,700 3,000 500 農地整備課

基盤整備促進事業 老朽化した農業水利施設を改修、改善す
ることで、農業を継続することができる
環境づくりを図る。
　少分谷地区パイプライン化実施設計
　　A=15.0ha

3,000 1,920 500 450 130 農地整備課

4,426 農地整備課

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

団体営ため池等整備事業 農業生産の維持や農業経営の安定を図る
とともに、環境保全を図り災害に強い農
村環境の整備を行う。
　ため池改修工事　3池
　ため池廃止工事　1池
　ため池調査設計　1池

145,741 108,415 32,900

14,905 13,400 1,505 農地整備課

県営ため池等整備事業

受益面積が5ha以上の老朽ため池につい
て、県が事業主体となり整備を行う。
　12池

目

農地費
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（款）農林水産業費 （項）農業費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策 活力ある農業の実現

主要施策 農村環境の整備等の推進

取組 農村環境の整備

（款）農林水産業費 （項）林業費 （単位：千円）

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策 活力ある農業の実現

主要施策 農村環境の整備等の推進

取組 森林の保全

（款）商工費 （項）商工費 （単位：千円）

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策
商工業・観光産業の活性化と雇用対
策の充実

主要施策 商工業の振興

取組 経営基盤の安定化と事業承継支援

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策
商工業・観光産業の活性化と雇用対
策の充実

主要施策 商工業の振興

取組 創業支援の充実 （拡充事業）

里山整備による山地災害予防及び緩衝帯
整備による農作物被害の減少を図る。
　森林整備　5地区　A=3.5ha

2,000 商工観光課

商工総務事業（創業者支援補助
金）

市内創業者の経営安定と人材の地域定着
を図るため、市内で創業または第二創業
を目指す方に、事業の立ち上げに必要な
経費の助成を行う。
　補助対象経費:事業所開設費
　　　　　　　 初年度備品費等
　上限額（補助率）:100万円（1/2）

2,000

25,980 商工観光課

商工総務事業（商工会補助金）
商工業の総合的な改善発達及び地域振興
の促進を図り、活力ある地域社会づくり
を推進するため、加東市商工会に補助金
を交付する。

25,980

7,000 7,000 農地整備課

農地整備課

林業総務費

林業一般事業

農地費

水利施設等保全高度化事業 老朽化した農業水利施設の機能診断や保
全・合理化整備による施設の長寿命化及
び安全性の向上を図る。
　岡本地区パイプライン化調査設計
　　A=44.9ha

20,077 20,077

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課目

商工総務費
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（款）商工費 （項）商工費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策
商工業・観光産業の活性化と雇用対
策の充実

主要施策 商工業の振興

取組 企業誘致と操業継続支援等の充実

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策
商工業・観光産業の活性化と雇用対
策の充実

主要施策 商工業の振興

取組 企業誘致と操業継続支援等の充実

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策
商工業・観光産業の活性化と雇用対
策の充実

主要施策 商工業の振興

取組 経営基盤の安定化と事業承継支援

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策
商工業・観光産業の活性化と雇用対
策の充実

主要施策 観光の振興

取組 観光資源の育成・活用

加東市秋のフェスティバル 特産品の販売、菊花盆栽展等を通じて地
域の物産、文化を広くPRするとともに、
異業種間交流を深めるイベントを開催す
る秋のフェスティバル実行委員会に補助
金を交付する。

36,574 36,574 商工観光課

観光振興事務事業（観光協会補助
金） 市内の観光資源の開発やPR、施設の維持

管理、各種イベントの開催等観光振興事
業を推進するため、一般社団法人加東市
観光協会に補助金を交付する。

企業立地促進事業（工場等操業継
続支援等助成金） 工場等の安定的かつ継続的な操業を支援

するため、市内に工場等を設置し、一定
の条件を満たす企業等に対し、水道料金
を一部助成する。

24,570

108,490 108,490 商工観光課

9,600 9,600 商工観光課

24,570 商工観光課

企業立地促進事業（企業立地奨励
金） 産業の振興と雇用機会の創出を図るた

め、市内に工場等を新設又は増設し、一
定の条件を満たす企業等に対し、固定資
産税及び都市計画税相当額を奨励金とし
て交付する。

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課目

観光費

商工振興費
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（款）商工費 （項）商工費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策
商工業・観光産業の活性化と雇用対
策の充実

主要施策 観光の振興

取組 観光資源の育成・活用

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策
商工業・観光産業の活性化と雇用対
策の充実

主要施策 観光の振興

取組 観光資源の育成・活用

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策
商工業・観光産業の活性化と雇用対
策の充実

主要施策 観光の振興

取組 観光資源の育成・活用

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策
商工業・観光産業の活性化と雇用対
策の充実

主要施策 観光の振興

取組 観光資源の育成・活用

6,610 13,390 商工観光課

5,600 商工観光課

観光事業（加東市花まつり鮎まつ
り実行委員会補助金） 日本一早い鮎漁の解禁と灌仏会を通じ

て、地域交流と観光客の誘致、地域文化
の継承発展及び観光振興を図るイベント
を主催する花まつり鮎まつり実行委員会
に補助金を交付する。

5,600

9,940

観光事業（加東市夏まつり実行委
員会補助金） 人々の故郷への思いを醸成するほか、協

調と連帯の輪を広げるため、花火大会と
夏のおどりを主催する夏まつり実行委員
会に補助金を交付する。

20,000

814 814 商工観光課

9,940 商工観光課

観光振興事務事業（まちなかへの
トリックアート設置） 加東アート館以外の場所にもトリック

アートを設置することにより、市民や加
東市を訪れた方にトリックアートへの関
心を高めてもらい、加東アート館への誘
客と、館を起点とした市内周遊を促す。

観光振興事務事業（加東市ゴルフ
協会補助金） ゴルフの振興を目的に、ジュニアゴル

ファーの育成やゴルフのまち加東をPRす
ることで、ゴルフ人口を拡大し、ゴルフ
場の利用を促進するため、加東市ゴルフ
協会に補助金を交付する。

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課目

観光費
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（款）商工費 （項）商工費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅲひと・くらし・自然が調和した共
生・協働のまち

施策 環境にやさしいくらしづくり

主要施策
良好な生活環境等の確保に向けた取
組の推進

取組 消費者教育の推進

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策
商工業・観光産業の活性化と雇用対
策の充実

主要施策 観光の振興

取組 観光資源の創出と再生

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策
商工業・観光産業の活性化と雇用対
策の充実

主要施策 観光の振興

取組 観光資源の創出と再生

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策
商工業・観光産業の活性化と雇用対
策の充実

主要施策 観光の振興

取組 観光資源の育成・活用

17,879 13,408 4,471 商工観光課

鴨川の郷管理運営事業（施設整
備）

劣化したテニスコートの人工芝を全面交
換し、誘客の促進、受け入れ環境の充実
を図る。

地域振興施設費

アクア東条管理運営事業（施設整
備）

老朽化により機能低下している空調設備
を更新し、施設の適正管理を図る。 3,223 3,223 商工観光課

26,311 商工観光課

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

滝野交流保養館管理運営事業（施
設整備） 施設の適切な維持管理及び利用者の安全

安心を確保するため、サウナ及び洗い場
の改修、機械室ろ過ポンプ等の交換工事
を実施する。

26,311

2,024 891 1,133 生活環境課
消費者行政推進
費

消費者行政推進事業
消費者の権利の擁護及び利益の増進を図
り、消費生活トラブルの未然防止及び被
害拡大を防ぐため、消費生活に関する情
報の収集、提供、消費生活相談を行う。
また、賢い消費者の育成を目指し、消費
者団体と連携するとともに消費者教育を
推進する。

目
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（款）商工費 （項）商工費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策
商工業・観光産業の活性化と雇用対
策の充実

主要施策 観光の振興

取組 観光資源の育成・活用

（款）土木費 （項）道路橋梁費 （単位：千円）

政策
Ⅵ豊かで快適なくらしを支える都市
基盤が整備されたまち

施策 都市基盤の整備充実

主要施策
安全・快適で機能的な道路整備等の
推進

取組 道路施設の適切な維持管理の推進 （新規事業）

政策
Ⅵ豊かで快適なくらしを支える都市
基盤が整備されたまち

施策 都市基盤の整備充実

主要施策
安全・快適で機能的な道路整備等の
推進

取組 道路施設の適切な維持管理の推進 （新規事業）

政策
Ⅵ豊かで快適なくらしを支える都市
基盤が整備されたまち

施策 都市基盤の整備充実

主要施策
安全・快適で機能的な道路整備等の
推進

取組 道路施設の適切な維持管理の推進 （新規事業）

25,000 土木課

道路維持管理事業（市道社環状線ほ
か舗装修繕工事）

バスターミナル等の整備に伴い、隣接す
る道路の舗装を修繕し、快適な車両及び
歩行者の通行空間を確保する。
　（L=585 ）

25,000   

道路維持管理事業（市道木梨下三草
線舗装修繕工事）

圃場整備事業で道路用地を確保した区間
を舗装し、快適な通行空間を確保する。
　（L=210 ） 9,000   

4,900 4,900 土木課

2,750 商工観光課

道路維持管理事業（高木抜根）

高木伐採後の植樹桝の維持管理の軽減を
図るため、抜根し舗装する。
　（高木抜根　223本）

9,000 土木課

地域振興施設費

加東アート館管理運営事業（施設
整備）

施設内展示作品の部分的な入替えを実施
し、加東アート館の集客力の向上を図
る。 2,750

目 事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

道路維持費
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（款）土木費 （項）道路橋梁費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅵ豊かで快適なくらしを支える都市
基盤が整備されたまち

施策 都市基盤の整備充実

主要施策
安全・快適で機能的な道路整備等の
推進

取組 道路施設の適切な維持管理の推進

政策
Ⅵ豊かで快適なくらしを支える都市
基盤が整備されたまち

施策 都市基盤の整備充実

主要施策
安全・快適で機能的な道路整備等の
推進

取組 道路施設の適切な維持管理の推進

政策
Ⅵ豊かで快適なくらしを支える都市
基盤が整備されたまち

施策 都市基盤の整備充実

主要施策
安全・快適で機能的な道路整備等の
推進

取組 道路施設の適切な維持管理の推進

政策
Ⅵ豊かで快適なくらしを支える都市
基盤が整備されたまち

施策 都市基盤の整備充実

主要施策
安全・快適で機能的な道路整備等の
推進

取組 道路施設の適切な維持管理の推進

公共施設等適正管理推進事業（道
路ストック総点検事業） 老朽化した道路ストック（法面）による

第三者被害を防止するため、修繕を行
う。
　赤坂小薮谷線法面修繕工事
　（上鴨川）　L=27.7m

59,300 30,635 20,000 8,665 土木課

道路メンテナンス事業（橋梁長寿
命化修繕事業）

老朽化した橋梁の長寿命化を図るため、
道路橋長寿命化修繕計画に基づき、補修
を行う。また、令和3年度に実施した橋梁
点検に基づき長寿命化修繕計画を策定す
る。
　川原橋ほか橋梁補修工事（2橋）
　道路橋長寿命化修繕計画策定業務
　（242橋）

公共施設等適正管理推進事業（道
路ストック総点検事業）

老朽化した道路ストック（舗装）による
第三者被害を防止するため、修繕を行
う。
　嬉野出水線舗装修繕工事（山国）
　　　L=500m
　出水貝原線舗装修繕工事（上田）
　　　L=165m
　上中幹線舗装修繕工事（上中）
　　　L=200m

48,000 43,200

4,500 4,500 土木課

6,000 5,400 600 土木課

4,800 土木課

アドプトプログラム推進事業

市が管理する道路・河川・公園の清掃美
化活動に取り組む団体を支援するため、
活動に必要な資材の支給を行う。

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課目

道路維持費
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（款）土木費 （項）道路橋梁費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅵ豊かで快適なくらしを支える都市
基盤が整備されたまち

施策 都市基盤の整備充実

主要施策
安全・快適で機能的な道路整備等の
推進

取組 安全で快適な道路施設の整備推進

政策
Ⅵ豊かで快適なくらしを支える都市
基盤が整備されたまち

施策 都市基盤の整備充実

主要施策
安全・快適で機能的な道路整備等の
推進

取組 安全で快適な道路施設の整備推進 （新規事業）

政策
Ⅵ豊かで快適なくらしを支える都市
基盤が整備されたまち

施策 都市基盤の整備充実

主要施策
安全・快適で機能的な道路整備等の
推進

取組 安全で快適な道路施設の整備推進

（款）土木費 （項）河川費 （単位：千円）

政策
Ⅵ豊かで快適なくらしを支える都市
基盤が整備されたまち

施策 都市基盤の整備充実

主要施策 河川改修等の推進

取組 加古川河川改修の促進

2,714 土木課

579 加古川整備推進室河川総務費

加古川河川改修推進事業
国・県が実施する加古川河川改修の早期
完成に向け、関係機関と連携し、用地取
得や築堤・護岸工事の一層の進捗を図
る。

579

13,000

社会資本整備総合交付金事業（防
災・安全交付金）（社貝原線道路
改良工事） 歩行者の安全を確保するため、歩道を拡

幅する道路改良工事を行う。
　歩道改良工事（L＝210m） 25,860 13,346 9,800

4,000 4,000 土木課

13,000 土木課

交通安全施設整備事業（社鳥居線
転落防止柵設置工事）

通行車両及び歩行者の安全を確保するた
め、転落防止柵を設置する。
　（L=70.0m）

交通安全施設整備事業（区画線工
事） 交通の安全性を確保するため、経年劣化

に伴い薄くなった区画線の引き直しを行
う。
　区画線工（L=16,000m）

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課目

交通安全施設整
備事業費
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（款）土木費 （項）河川費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅵ豊かで快適なくらしを支える都市
基盤が整備されたまち

施策 都市基盤の整備充実

主要施策 河川改修等の推進

取組 河川の適正な維持管理の推進

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策 活力ある農業の実現

主要施策 農村環境の整備等の推進

取組 農村環境の整備

政策
Ⅴ地域産業が躍動する活力あふれる
まち

施策 活力ある農業の実現

主要施策 農村環境の整備等の推進

取組 農村環境の整備

（款）土木費 （項）都市計画費 （単位：千円）

政策
Ⅵ豊かで快適なくらしを支える都市
基盤が整備されたまち

施策 都市基盤の整備充実

主要施策 安全・安心で良好な住環境の形成

取組 安全で安心な住まいづくり

排水対策事業（単独） 田んぼに排水調整用のせき板を設置する
ことで、台風等による大量の雨水を一時
的に貯留し、下流域への流出量を低減す
る取組を実施する地区に対し、支援を行
う。
　せき板配布　5地区　280枚

6,500 2,950 3,550 都市政策課

217 217 農地整備課

1,348 農地整備課

住宅耐震改修促進事業
戸建て住宅の耐震化を支援し、安全安心
なまちづくりを推進する。
（計画策定費補助2件（上限200千円）、
耐震改修工事費補助2件（上限1,300千
円）、住宅耐震化建替工事費補助3件（上
限1,000千円）、部分型耐震化工事費補助
1件（上限500千円））

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

排水対策事業（補助）
台風等による大量の雨水を一時的に貯留
し、下流域への流出量を低減する取組を
行うため池管理者に対し、支援を行う。
　浸水被害対策指定貯水施設　40池

2,695 1,347

6,020 6,000 20 土木課

河川区域内環境保全事業（緊急浚
渫推進事業） 市管理河川の流水断面を確保するため、

堆積土砂の除去を行う。
　東谷川（V=620.0 3）
　越道川（V=385.8 3）

目

河川総務費

都市計画総務費
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（款）土木費 （項）都市計画費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅵ豊かで快適なくらしを支える都市
基盤が整備されたまち

施策 都市基盤の整備充実

主要施策 安全・安心で良好な住環境の形成

取組 空家等の適切な管理と利活用の推進 （拡充事業）

政策
Ⅵ豊かで快適なくらしを支える都市
基盤が整備されたまち

施策 都市基盤の整備充実

主要施策
安全・快適で機能的な道路整備等の
推進

取組 公園・緑地の保全・充実

政策
Ⅵ豊かで快適なくらしを支える都市
基盤が整備されたまち

施策 都市基盤の整備充実

主要施策
安全・快適で機能的な道路整備等の
推進

取組 公園・緑地の保全・充実

（款）土木費 （項）住宅費 （単位：千円）

政策
Ⅵ豊かで快適なくらしを支える都市
基盤が整備されたまち

施策 都市基盤の整備充実

主要施策 安全・安心で良好な住環境の形成

取組 市営住宅の適正管理

40,151 都市政策課住宅管理費

公営住宅維持補修事業
北野団地（1号棟）長寿命化改修工事、鴨
川団地改修工事（居住性向上）、住宅用
火災警報器取替工事、入居前修繕を行
う。

50,223 10,072

県の「空き家活用支援事業」を活用し、
空家ストックを有効活用しようとする方
に対し、補助金を交付する。
（改修補助2件（上限1,500千円））
また、空家バンクに登録された空家で家
財処分をしようとする方に対し、補助金
を交付する。
（家財処分補助5件（上限100千円））

3,551 1,500

社会資本整備総合交付金事業（防
災・安全交付金）（公園長寿命化
修繕事業）

公園機能の保全及び利用者の安全を確保
するため、公園施設及び遊具の補修、更
新を行う。
　公園施設修繕設計（2公園）
　公園施設修繕工事（2公園）
　（社中央公園、平池公園）

34,000 17,000

25,900 25,900 土木課

2,051 都市政策課

公園等維持管理事業（公園トイレ
改修工事） 公園利用者が公衆トイレを快適に利用で

きるよう、洋式トイレに改修する。
　社中央公園
　　トイレ改修設計（N=19基）
　　トイレ改修工事（N=19基）

都市計画総務費

空家等活用支援事業

17,000 土木課

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課目

公園費
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（款）消防費 （項）消防費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅸ安定した行政経営基盤と危機管理
による安全・堅実なまち

施策 危機管理・交通防犯体制の強化

主要施策 消防・防災力の充実強化

取組 常備消防との連携強化

政策
Ⅸ安定した行政経営基盤と危機管理
による安全・堅実なまち

施策 危機管理・交通防犯体制の強化

主要施策 消防・防災力の充実強化

取組 消防体制の維持・強化 （拡充事業）

政策
Ⅸ安定した行政経営基盤と危機管理
による安全・堅実なまち

施策 危機管理・交通防犯体制の強化

主要施策 消防・防災力の充実強化

取組 消防体制の維持・強化

政策
Ⅸ安定した行政経営基盤と危機管理
による安全・堅実なまち

施策 危機管理・交通防犯体制の強化

主要施策 消防・防災力の充実強化

取組 総合的な防災施策の推進

目

常備消防費

常備消防事業

広域の常備消防体制による消防力・防災
力の強化を図るため、北はりま消防組合
の運営に必要な経費を負担する。

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

非常備消防費

非常備消防事業 各種訓練、研修により消防団員の知識・
技能の向上を図り、消防力を強化する。
また、消防団員の処遇改善の一環として
団員報酬、出動手当を見直し、団員の確
保を図る。

162,453 64

637,191 84 6,485 630,622 防災課

56,646 40,200 45 16,401 防災課

33,180 129,209 防災課

57,185 5,877 51,308 防災課災害対策費

災害対策事業 防災行政無線、排水ポンプパッケージ車
等の防災対策機器の適正な運用及び維持
管理を行う。また、職員の訓練・研修を
実施し、ハード・ソフトの両面から災害
対応力の向上に取り組む。

消防施設費

消防施設整備事業 消防車両等の更新（上田、下三草、光明
寺分団）、消防施設及び消防水利の維持
管理を行う。また、地区の消防資機材の
購入や消防施設の整備・修繕に対する補
助を行い、消防体制の充実・強化を図
る。
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（款）消防費 （項）消防費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅸ安定した行政経営基盤と危機管理
による安全・堅実なまち

施策 危機管理・交通防犯体制の強化

主要施策 消防・防災力の充実強化

取組 総合的な防災施策の推進

政策
Ⅸ安定した行政経営基盤と危機管理
による安全・堅実なまち

施策 危機管理・交通防犯体制の強化

主要施策 消防・防災力の充実強化

取組 総合的な防災施策の推進 （拡充事業）

政策
Ⅸ安定した行政経営基盤と危機管理
による安全・堅実なまち

施策 危機管理・交通防犯体制の強化

主要施策 消防・防災力の充実強化

取組 総合的な防災施策の推進 （拡充事業）

政策
Ⅸ安定した行政経営基盤と危機管理
による安全・堅実なまち

施策 危機管理・交通防犯体制の強化

主要施策 消防・防災力の充実強化

取組 総合的な防災施策の推進 （新規事業）

目

災害対策費

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

災害対策事業（災害用備蓄品購
入） 山崎断層地震発生時の被害想定による避

難者数を基に、避難生活に必要な非常食
等を購入し、大規模災害への備えを充実
させる。

8,091

災害対策事業（ハザードマップ翻
訳）

風水害ハザードマップの外国語翻訳版を
調製し、外国人住民等に対する周知に活
用する。 2,679

1,210 1,210 防災課

8,091 防災課

災害対策事業（東条西防災備蓄倉
庫整備）

旧東条西小学校体育倉庫を防災備蓄倉庫
として整備し、東条地域における防災体
制を強化する。

1,677 防災課

総合防災訓練事業
市総合防災訓練を実施し、関係機関との
連携を強化するとともに、市民の訓練参
加を通じて自主防災組織や市民の防災意
識の高揚を図る。さらに、県と東播磨・
北播磨8市3町で実施する兵庫県・播磨広
域合同防災訓練にも積極的に参画し、県
や近隣市町との連携を強化する。

1,677

2,679 防災課
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（款）消防費 （項）消防費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅸ安定した行政経営基盤と危機管理
による安全・堅実なまち

施策 危機管理・交通防犯体制の強化

主要施策 消防・防災力の充実強化

取組 地域防災力の向上

政策
Ⅸ安定した行政経営基盤と危機管理
による安全・堅実なまち

施策 危機管理・交通防犯体制の強化

主要施策 消防・防災力の充実強化

取組 総合的な防災施策の推進

（款）教育費 （項）教育総務費 （単位：千円）

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学校教育の充実

主要施策 小中一貫教育の推進

取組 地域に根差した学校づくり

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学校教育の充実

主要施策
確かな学力・主体的に学ぶ態度の育
成

取組 効果的な授業の展開

教育指導事業（ふるさと学習「か
とう学」） 地域人材や地域資源を活用して、ふるさ

とを愛し、自らの夢に挑む自立した子ど
もを育成するため、ふるさと学習「かと
う学」の副読本を増刷し、教科横断的な
学習を行う。

5,389 5,389 学校教育課

教育指導事業（学習支援員配置事
業） 児童生徒の学習上のつまずきにきめ細か

く対応するため、学習支援員として、教
員免許保有者、教員を目指す学生の地域
人材を各学校に配置する。

防災資材管理事業 防災備蓄体制の充実・強化のため、災害
時に必要な防災資機材の維持管理を行
う。また、耐用年数を経過する防災備蓄
倉庫の建物調査を実施し、適切に管理す
る。

1,412

135 52 83 防災課

1,424 1,424 小中一貫教育推進室

1,412 防災課

災害時要援護者モデル事業 地区（自主防災組織）や福祉関係者と連
携し、避難行動要支援者の避難のための
個別避難計画の作成やその計画に基づく
避難訓練の実施を支援し、地域防災力の
向上を図る。

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課目

災害対策費

教育指導費
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（款）教育費 （項）教育総務費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学校教育の充実

主要施策
確かな学力・主体的に学ぶ態度の育
成

取組 効果的な授業の展開

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学校教育の充実

主要施策
確かな学力・主体的に学ぶ態度の育
成

取組 効果的な授業の展開 （拡充事業）

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学校教育の充実

主要施策 心の教育の推進

取組 互いを高めあえる授業・集団づくり

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学校教育の充実

主要施策
確かな学力・主体的に学ぶ態度の育
成

取組 家庭学習の習慣化の推進

教育指導事業（学力向上推進事
業）

児童生徒の学力向上を図るため、学力向
上プロジェクト委員会を開催する。ま
た、小学3年生から中学2年生までを対象
に学力調査と意識調査を実施し、学習上
のつまずきを把握、分析した結果を授業
改善に生かす。

628 学校教育課

教育指導事業（児童生徒の理解促
進事業）

学習集団の状態（児童生徒の心理面）を
把握するため、市立学校の児童生徒（小
学4年生以上）を対象にhyper-QUテストを
実施する。また、不登校支援やいじめ防
止に向けた組織的な取組を推進するた
め、hyper-QUテストの結果に基づく事例
検討会を開催する。

1,738

2,134 2,134 学校教育課

350 学校教育課

教育指導事業（児童生徒の考える
力を高める授業実践事業） 児童生徒の考える力、活用する力を高め

るため、教科指導に優れた講師を校内研
修会に招き、教職員の指導力向上を図
る。

350

教育指導費

教育指導事業（加東スタディライ
フ実施事業） 児童生徒の自主的な学習意欲を向上さ

せ、学習習慣の定着を図るため、指導員
（教員免許保有者や教員を目指す学生の
地域人材）を配置し、「自主学習室」を
開設する。

628

1,738 学校教育課

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課目
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（款）教育費 （項）教育総務費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学校教育の充実

主要施策
確かな学力・主体的に学ぶ態度の育
成

取組 家庭学習の習慣化の推進

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学校教育の充実

主要施策
確かな学力・主体的に学ぶ態度の育
成

取組 効果的な授業の展開

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学校教育の充実

主要施策
確かな学力・主体的に学ぶ態度の育
成

取組
ＩＣＴ機器を活用した教育活動の充
実

（拡充事業）

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学校教育の充実

主要施策 小中一貫教育の推進

取組
小中一貫教育カリキュラムの作成・
活用

教職員の自主的な取組により、教職員の
課題意識を高め、実践的指導力の向上を
図るとともに、新たな教育実践の開発を
促し、課題解決に向けた支援を行う。市
が抱える教育課題の改善を図り、小中一
貫教育を推進する。

19,483

300 300 学校教育課

教育指導事業（教育課題チャレン
ジ事業）

担当課

教育指導事業（ICT教育推進事
業）

児童生徒の情報活用能力の育成や教員の
ICT活用指導力の向上を図るため、学校へ
のICT支援員の派遣や教員研修を実施す
る。また、1人1台PCを活用するために必
要な教材（新聞製作アプリ・プログラミ
ング教材・協同学習アプリ）の整備を行
う。

教育指導事業（多文化共生推進事
業）

外国人児童生徒に対し、教職員や児童生
徒とのコミュニケーションの円滑化を促
すとともに、生活適応や学習支援、心の
安定を図り、学校生活への早期適応を促
進するため、多文化共生サポーターや多
言語相談員、こども日本語支援員を学校
に派遣する。

3,124

教育指導事業（放課後補充学習推
進事業） 児童生徒の学習習慣の定着と基礎学力の

向上を図るため、教員免許を有する指導
員を配置した放課後学習の場を開設し
て、児童生徒の自主的な学習を支援す
る。

学校教育課

教育指導費

19,483

831 812

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

目

学校教育課

3,124 学校教育課

19
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（款）教育費 （項）教育総務費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学校教育の充実

主要施策
確かな学力・主体的に学ぶ態度の育
成

取組
運動の習慣化・保健教育と食育の推
進 （拡充事業）

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学びや育ちを支える環境づくり

主要施策 健全な子どもを育てる環境づくり

取組
保護者等の学びの機会の提供と家庭
を支える体制づくり

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学校教育の充実

主要施策
確かな学力・主体的に学ぶ態度の育
成

取組
運動の習慣化・保健教育と食育の推
進

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学校教育の充実

主要施策
確かな学力・主体的に学ぶ態度の育
成

取組 英語教育の充実

31,095 学校教育課

教育指導費

語学（英語）指導員派遣事業
児童生徒の英語によるコミュニケーショ
ン能力を向上させるため、学校にALTを配
置し、学校の英語教育を充実させる。ま
た、「かとう英語ライセンス制度」や
「英検IBA」の実施、英検にチャレンジす
る機会の提供（中学生対象：年1回）を通
して、英語学習への意欲を高める。

31,095

2,644 学校教育課

教育指導事業（スクールソーシャ
ルワーカー配置事業） 児童生徒が置かれた生活環境等の改善を

図るため、各中学校を拠点校にし、外部
福祉関係機関とのネットワークの構築、
学校内におけるチーム体制の構築や保護
者支援を行う。

3,515 871

12,109

学校保健体育推進事業（部活動指
導員配置・外部指導者派遣事業）

部活動の活性化と生徒の技能向上を図る
ため、中学校の部活動に専門的な指導力
を有する指導者を派遣し、専門的な技術
指導や活動中の安全確保を行う。また、
大会引率、監督ができる部活動指導員を
配置し、部活動の更なる充実を図る。

教育指導事業（子どもの体力向上
推進事業）

「加東市子どもの体力向上推進委員会」
を開催して、全ての児童生徒の体力テス
トのデータ分析を行い、義務教育9年間を
通じた中長期的な体力向上の取組を行
う。また、P.E.マスターとして、県立社
高校生が小学生を支援し、運動習慣の定
着及び体力の向上を図る。

3,402 8,707 学校教育課

839 学校教育課

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

839

目
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（款）教育費 （項）教育総務費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学校教育の充実

主要施策
確かな学力・主体的に学ぶ態度の育
成

取組 英語教育の充実

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学びや育ちを支える環境づくり

主要施策 健全な子どもを育てる環境づくり

取組
学校と家庭・地域等の連携による子
どもの教育体制づくり

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学びや育ちを支える環境づくり

主要施策 インクルーシブ教育の充実

取組 総合的な相談体制の充実

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学びや育ちを支える環境づくり

主要施策 インクルーシブ教育の充実

取組 早期療育の推進

1,719

スクールサポートスタッフ配置事
業 教員が本来の業務に集中し、児童生徒と

向き合う時間を確保するため、教員の事
務的業務や、感染予防対策のための業務
を担うスクールサポートスタッフを配置
する。

14,326

1,275 1,275 学校教育課

2,477 2,477 発達サポートセンター

14,326 学校教育課

小学校外国語教育推進事業 小学校英語教育の推進を図るため、英語
の音声と文字をつなぐ指導（ジョリー
フォニックス）を行う。また、小学校と
中学校の英語教育の円滑な接続を図るた
め、GTEC Juniorを小学6年生を対象に実
施する。

12 1,707 発達サポートセンター

療育事業 未就園の子どもと保護者を対象にした小
集団での療育、就学前や小学校低学年を
対象にした集団療育や個別療育を行い、
良好な人間関係を築くことができるよう
支援する。

相談事業 発達検査や発達相談を行い、個々の特性
を理解した上で支援する。また、幅広い
年齢層への対応を行い、支援の必要な方
がその人らしく生活できる「自立」を支
援する。

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

教育指導費

目
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（款）教育費 （項）教育総務費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学びや育ちを支える環境づくり

主要施策 インクルーシブ教育の充実

取組 インクルーシブ教育の充実

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学びや育ちを支える環境づくり

主要施策 インクルーシブ教育の充実

取組 研修・啓発の充実

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学びや育ちを支える環境づくり

主要施策 インクルーシブ教育の充実

取組 総合的な相談体制の充実

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学校教育の充実

主要施策 心の教育の推進

取組 互いを高めあえる授業・集団づくり

1,140 学校教育課
不登校対策事業
費

不登校対策事業

不登校問題の未然防止と早期発見、学校
復帰に向けた研修や情報交換を行う。不
登校児童生徒が安心して過ごせる場所を
提供するとともに、個に応じた相談・支
援を行う。不登校支援研究推進指定校を
指定し、不登校児童生徒支援について研
究・実践する。また、市立小学5年生が不
安への対処行動療法を学び、中長期的な
不登校の未然防止を図る。

1,140

発達サポートセンター運営事業
発達サポートセンターの運営、施設の維
持管理、屋根・外壁等の改修工事の実施
設計を実施する。 6,712

531 531 発達サポートセンター

研修・啓発事業

共生社会の形成を目指すため、市民や教
育・福祉の従事者を対象に、研修を実施
する。

6,712 発達サポートセンター

巡回相談事業 こども園等や学校と連携し、センターの
職員や専門家による巡回相談を行い、支
援の必要な子どもに対しての支援方法に
ついて助言する。また、サポートファイ
ルの重要性について周知し、積極的な活
用を推進する。

559

目

559 発達サポートセンター

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

教育指導費

- 63 -



（款）教育費 （項）教育総務費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学校教育の充実

主要施策 小中一貫教育の推進

取組 小中一貫校の整備

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学校教育の充実

主要施策 小中一貫教育の推進

取組 小中一貫校の整備

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学校教育の充実

主要施策 小中一貫教育の推進

取組 小中一貫校の整備

（款）教育費 （項）小学校費 （単位：千円）

政策
Ⅱ学習環境が充実した文化あふれる
まち

施策 学校教育環境の充実

主要施策 学校教育環境の整備充実

取組 学校施設等の適切な維持管理 （新規事業）

社地域小中一貫校整備事業 小中一貫教育の推進のため、社地域小中
一貫校を令和元年度から令和6年度までの
6か年で整備する。令和4年度は、増築校
舎棟・交流棟・屋内運動場棟の建設工事
に着手する。

1,769,568 293,580

小学校管理事務事業（児童机椅子
購入）

学習環境を改善するため、現行のJIS規格
の机椅子を計画的に更新する。
　机椅子　680セット 23,400

滝野地域小中一貫校整備事業 小中一貫教育の推進のため、滝野地域小
中一貫校を令和4年度から令和8年度まで
の5か年で整備する。令和4年度は、建設
基本計画、用地測量、土地鑑定、物件移
転補償調査に着手する。

小中一貫教育推進室

33,835

23,400 教育総務課

小中一貫教育推進室

86,722 36,866 小中一貫教育推進室

33,405 430

1,352,400

東条地域小中一貫校整備事業

令和4年度は、旧東条中学校校舎棟・技術
棟を解体し、駐車場・大運動場整備、部
室棟建設工事に着手する。

総事業費
財源内訳

担当課事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的目

488,736 435,900 22,147 30,689

小中一貫校整備
費

学校管理費
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（款）教育費 （項）小学校費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅱ学習環境が充実した文化あふれる
まち

施策 学校教育環境の充実

主要施策 学校教育環境の整備充実

取組 学校施設等の適切な維持管理

（款）教育費 （項）中学校費 （単位：千円）

政策
Ⅱ学習環境が充実した文化あふれる
まち

施策 学校教育環境の充実

主要施策 学校教育環境の整備充実

取組 学校施設等の適切な維持管理 （新規事業）

政策
Ⅱ学習環境が充実した文化あふれる
まち

施策 学校教育環境の充実

主要施策 学校教育環境の整備充実

取組 学校施設等の適切な維持管理

（款）教育費 （項）社会教育費 （単位：千円）

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学びや育ちを支える環境づくり

主要施策 健全な子どもを育てる環境づくり

取組
学校と家庭・地域等の連携による子
どもの教育体制づくり （新規事業）

学校管理費

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

10,799 教育総務課学校管理費

小学校施設整備事業（アスベスト
含有建材調査）

閉校後の利活用方針の検討等に活用する
ため、滝野東小学校及び滝野南小学校の
アスベスト含有建材調査を実施する。 10,799

目

11,356 教育総務課

社会教育総務費

地域学校協働本部事業 地域と学校が相互にパートナーとして行
う活動の地域側の活動主体として、東条
学園小中学校に地域学校協働本部を設置
し、地域と学校の双方向の「連携・協
働」活動を強化する。

1,131

中学校施設整備事業（アスベスト
含有建材調査・耐力度調査） 滝野地域小中一貫校の基本設計を行うに

あたり、既存施設の評価と改修に係る費
用を検討するため、滝野中学校のアスベ
スト含有建材調査及び耐力度調査を実施
する。

11,356

12,000 教育総務課

中学校管理事務事業（生徒机椅子
購入）

学習環境を改善するため、現行のJIS規格
の机椅子を計画的に更新する。
　机椅子　350セット 12,000

306 825 生涯学習課
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（款）教育費 （項）社会教育費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅱ学習環境が充実した文化あふれる
まち

施策 生涯学習の充実

主要施策 社会教育を支える土台づくり

取組 学習機会の充実

政策
Ⅱ学習環境が充実した文化あふれる
まち

施策 生涯学習の充実

主要施策 社会教育を支える土台づくり

取組 学習機会の充実

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学校教育の充実

主要施策 心の教育の推進

取組
家庭や地域と連携した道徳教育等の
充実

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学校教育の充実

主要施策 心の教育の推進

取組
家庭や地域と連携した道徳教育等の
充実

153 153 学校教育課

1,587 学校教育課

人権教育スキルアップ事業 歴史研究の深まりによって、教職員が新
たな視点で同和教育や人権教育を研修し
直す必要があるため、教職員を対象にし
た研修を行い、新たな知識を習得すると
ともに、今後の指導に役立てる。

小中学校人権教育講演会事業 生命の大切さや人権尊重の心、自立心等
を育むとともに、夢を持つ素晴らしさを
伝えるため、小学生（5・6年生）及び中
学生（全学年）を対象に、人権教育講演
会を開催する。

1,587

757 3,233 生涯学習課

子ども教室
放課後、子どもたちの地域における居場
所及び活動拠点として「地域子ども教
室」を開設し、地域の指導者や大学生ス
タッフと共に、宿題や自由遊び、季節の
イベントや特別講演を通してつながりを
築き、子どもたちの心身の健全育成を図
る。

3,990

486 1,215 生涯学習課

小学生チャレンジスクール

小学生の健全育成を図るため、学校や学
年の異なる児童たちに野外活動や体験活
動等の場を提供する。 1,701

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課目

社会教育総務費

人権教育費
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（款）教育費 （項）社会教育費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅰ未来を創造する子どもたちを育む
学びのまち

施策 学びや育ちを支える環境づくり

主要施策 健全な子どもを育てる環境づくり

取組
地域における子どもの安全と健全育
成

政策
Ⅱ学習環境が充実した文化あふれる
まち

施策 生涯学習の充実

主要施策 社会教育を支える土台づくり

取組 学習機会の充実 （新規事業）

政策
Ⅱ学習環境が充実した文化あふれる
まち

施策 生涯学習の充実

主要施策 社会教育を支える土台づくり

取組 学習機会の充実 （新規事業）

政策
Ⅱ学習環境が充実した文化あふれる
まち

施策 生涯学習の充実

主要施策 社会教育を支える土台づくり

取組 学習機会の充実 （新規事業）

コミュニティセ
ンター費

事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課目

青少年センター
費

青少年センター運営事業
青少年補導活動、相談活動、子どもの安
全安心活動を総合的に推進し、児童生徒
の安全と青少年の非行防止、健全育成を
図る。

2,457

事業名／総合計画の体系

8,921 生涯学習課

2,457 学校教育課

公民館費

公民館維持管理事業（滝野公民
館・長寿命化計画に係る実施設計
及び施設調査） 利用者の安全安心を確保するため、外壁

改修工事及び屋外防水改修工事に係る実
施設計を実施する。併せて、アスベスト
含有建材調査を実施する。

8,921

10,950 生涯学習課

3,960 生涯学習課

さんあいセンター管理運営事業
（長寿命化計画に係る施設調査） 利用者の安全安心及び中学校・各種団体

の活動場所を確保するとともに、環境整
備を図るため、耐力度調査及びアスベス
ト含有建材調査を実施する。

10,950

東条会館管理運営事業

令和5年度に廃止・解体予定であるため、
解体撤去工事及びアスベスト含有建材除
去工事に係る実施設計を実施する。 3,960
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（款）教育費 （項）社会教育費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅱ学習環境が充実した文化あふれる
まち

施策 生涯学習の充実

主要施策 社会教育を支える土台づくり

取組 学習環境の充実 （新規事業）

政策
Ⅱ学習環境が充実した文化あふれる
まち

施策 生涯学習の充実

主要施策 社会教育を支える土台づくり

取組 学習機会の充実 （新規事業）

政策
Ⅱ学習環境が充実した文化あふれる
まち

施策 生涯学習の充実

主要施策 市民文化の創造の促進

取組 文化芸術の継承・創造 （拡充事業）

政策
Ⅱ学習環境が充実した文化あふれる
まち

施策 生涯学習の充実

主要施策 図書館機能の充実

取組 図書館サービスの充実

目

コミュニティセ
ンター費

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

地域交流センター管理運営事業
（長寿命化計画に係る実施設計）

円滑な貸館業務と利用者への快適な空間
を提供するため、空調機器改修工事に係
る実施設計を実施する。

図書等の配送業務により、3館所蔵の図書
の貸出返却が身近な図書館で行えるよう
利用者の利便性を図る。
また、学校との連携により、図書館の図
書を小中学校でも利用してもらうため、
市立の小中学校へ図書を届ける。
そのほか、館内の新型コロナウイルス感
染予防対策を行う。

11,462 生涯学習課文化会館運営費

やしろ国際学習塾整備事業
利用者の安全安心を確保し施設の長寿命
化を図るため、実施設計書に基づき外壁
改修工事に着手する。併せて、屋根・防
水工事に係る実施設計を実施する。

114,562 103,100

5,720 5,720 生涯学習課

東条西ふれあい館管理運営事業

コミュニティ施設へと転用する東条西ふ
れあい館（旧東条西小体育館）に係る施
設の維持管理・運営業務を行う。 3,510

2,358 2,358 中央図書館図書館費

図書館運営事業

3,510 生涯学習課
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（款）教育費 （項）社会教育費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅱ学習環境が充実した文化あふれる
まち

施策 生涯学習の充実

主要施策 図書館機能の充実

取組 図書館サービスの充実

政策
Ⅱ学習環境が充実した文化あふれる
まち

施策 生涯学習の充実

主要施策 図書館機能の充実

取組 図書館施設の効率的な管理運営

政策
Ⅱ学習環境が充実した文化あふれる
まち

施策 生涯学習の充実

主要施策 図書館機能の充実

取組 図書館施設の効率的な管理運営

（款）教育費 （項）保健体育費 （単位：千円）

政策
Ⅱ学習環境が充実した文化あふれる
まち

施策 生涯学習の充実

主要施策
生涯スポーツ・レクリエーションの
推進

取組 スポーツ施設等の効率的な管理運営 （新規事業）

目

図書館費

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

6,369 63,968 中央図書館

中央図書館施設維持管理事業
令和5年度に予定している内装改修工事を
早期着工するため、当該工事の実施設計
を実施するとともに、利用者の安全確保
と施設管理のため、防犯カメラを増設す
る。また、緊急時に施設利用者の安全を
確保するため、放送機器を更新するほ
か、日常の施設維持管理を行う。

図書館充実事業
資料提供をするため図書等を購入する。
また、システムの安定稼働とサービスの
向上及び事務の効率化を図るため、図書
館コンピューターシステムを更新する。

70,337

69,476

滝野図書館施設維持管理事業
利用者の快適性を確保し、サービスを向
上させるため、劣化が進んでいる内装
（絨毯、ブラインド）の改修及びトイレ
の洋式化工事を実施する。また、火災等
発生時に、施設利用者の安全確保のため
に、施設内の防火シャッターに危険防止
装置を取り付けるほか、日常の施設維持
管理を行う。

96,276 26,800

7,961 7,961 中央図書館

2,030 生涯学習課体育施設費

社第二グラウンド管理事業（長寿
命化調査） 利用者の安全安心を確保し環境整備を図

るため、効率的・効果的な修繕計画（長
寿命化計画）策定に向けて長寿命化調査
を実施する。

2,030

中央図書館
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（款）教育費 （項）保健体育費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅱ学習環境が充実した文化あふれる
まち

施策 生涯学習の充実

主要施策
生涯スポーツ・レクリエーションの
推進

取組 スポーツ施設等の効率的な管理運営 （新規事業）

政策
Ⅱ学習環境が充実した文化あふれる
まち

施策 生涯学習の充実

主要施策
生涯スポーツ・レクリエーションの
推進

取組 スポーツ施設等の効率的な管理運営 （新規事業）

政策
Ⅱ学習環境が充実した文化あふれる
まち

施策 生涯学習の充実

主要施策
生涯スポーツ・レクリエーションの
推進

取組 スポーツ施設等の効率的な管理運営 （新規事業）

政策
Ⅱ学習環境が充実した文化あふれる
まち

施策 生涯学習の充実

主要施策
生涯スポーツ・レクリエーションの
推進

取組 スポーツ施設等の効率的な管理運営 （拡充事業）

目

グリーンヒル・スタジアム（長寿
命化調査） 利用者の安全安心を確保し環境整備を図

るため、効率的・効果的な修繕計画（長
寿命化計画）策定に向けて長寿命化調査
を実施する。

生涯学習課

社第三グラウンド（長寿命化調
査） 利用者の安全安心を確保し環境整備を図

るため、効率的・効果的な修繕計画（長
寿命化計画）策定に向けて長寿命化調査
を実施する。

1,865

東条第一体育館管理事業

施設の長寿命化を図るため、耐震改修を
含めた長寿命化改修工事に係る実施設計
を実施する。 25,180

滝野総合公園多目的グラウンド管
理事業（長寿命化調査） 利用者の安全安心を確保し環境整備を図

るため、効率的・効果的な修繕計画（長
寿命化計画）策定に向けて長寿命化調査
を実施する。

2,261

体育施設費

2,261

1,909 1,909

25,180 生涯学習課

総事業費
財源内訳

担当課

生涯学習課

1,865 生涯学習課

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的
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（款）教育費 （項）保健体育費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅱ学習環境が充実した文化あふれる
まち

施策 生涯学習の充実

主要施策
生涯スポーツ・レクリエーションの
推進

取組 スポーツ施設等の効率的な管理運営 （拡充事業）

政策
Ⅱ学習環境が充実した文化あふれる
まち

施策 生涯学習の充実

主要施策
生涯スポーツ・レクリエーションの
推進

取組 スポーツ施設等の効率的な管理運営 （新規事業）

政策
Ⅱ学習環境が充実した文化あふれる
まち

施策 生涯学習の充実

主要施策
生涯スポーツ・レクリエーションの
推進

取組 スポーツ施設等の効率的な管理運営 （新規事業）

政策
Ⅱ学習環境が充実した文化あふれる
まち

施策 生涯学習の充実

主要施策
生涯スポーツ・レクリエーションの
推進

取組 スポーツ施設等の効率的な管理運営 （新規事業）

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費目
財源内訳

担当課

1,546

東条第二体育館管理事業

公共施設適正配置計画に基づき解体工事
を実施する。 89,202

2,030 生涯学習課

東条グラウンド管理事業（長寿命
化調査） 利用者の安全安心を確保し環境整備を図

るため、効率的・効果的な修繕計画（長
寿命化計画）策定に向けて長寿命化調査
を実施する。

2,030

体育施設費

1,546

89,202 生涯学習課

東条野球場管理事業（長寿命化調
査） 利用者の安全安心を確保し環境整備を図

るため、効率的・効果的な修繕計画（長
寿命化計画）策定に向けて長寿命化調査
を実施する。

1,700

生涯学習課

1,700 生涯学習課

東条健康の森スポーツ広場管理事
業（長寿命化調査） 利用者の安全安心を確保し環境整備を図

るため、効率的・効果的な修繕計画（長
寿命化計画）策定に向けて長寿命化調査
を実施する。
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（款）教育費 （項）保健体育費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅱ学習環境が充実した文化あふれる
まち

施策 学校教育環境の充実

主要施策 学校教育環境の整備充実

取組 学校施設等の適切な維持管理

政策
Ⅱ学習環境が充実した文化あふれる
まち

施策 学校教育環境の充実

主要施策 学校教育環境の整備充実

取組 学校施設等の適切な維持管理

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

4,400 学校給食センター

学校給食センター

給食施設費

給食施設管理運営事業
施設の長寿命化と将来的な在り方を検討
し、適正かつ計画的な維持管理を行うた
め、学校給食センター建物の老朽度調査
を実施する。

4,400

楽しみのある学校給食特別メニュー「か
とう夢プラン」で、地産地消及び季節感
のある行事食の献立を月一回提供する。
また、学校給食充実材料費として、安全
安心の地元食材やアレルギー代替食材の
使用、カルシウム増量の栄養価確保によ
り食育を推進する。

31,150 31,150学校給食費

学校給食材料購入事業

目
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［国民健康保険特別会計］

（款）保健事業費 （項）特定健康診査等事業費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅲひと・くらし・自然が調和した共
生・協働のまち

施策 便利で安心なくらしの実現

主要施策 医療保険制度等の充実と適正運用

取組 国民健康保険制度の適正な運用

（款）保健事業費 （項）保健事業費 （単位：千円）

政策
Ⅲひと・くらし・自然が調和した共
生・協働のまち

施策 便利で安心なくらしの実現

主要施策 医療保険制度等の充実と適正運用

取組 国民健康保険制度の適正な運用

政策
Ⅲひと・くらし・自然が調和した共
生・協働のまち

施策 便利で安心なくらしの実現

主要施策 医療保険制度等の充実と適正運用

取組 国民健康保険制度の適正な運用

令和４年度　主 要 事 業 一 覧 表

特定健康診査
等事業費

特定健康診査等事業費

20,438

健康増進を推進し、将来の医療費を抑制
するため、生活習慣病に着目した特定健
康診査及び保健指導を行う。

目 事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的

8,257 12,181 保険医療課

総事業費
財源内訳

担当課

6,912 3,898 保険医療課

保健衛生普及
費

人間ドック受診事業

保健衛生普及
費

医療費適正化 国保被保険者の医療事業を充実させると
ともに、健康増進及び医療費の適正化を
図るため、ジェネリック医薬品の推奨・
啓発（差額通知、保険証に貼るシールの
郵送）及び糖尿病性腎症重症化予防事業
等を行う。

国保被保険者のさらなる健康増進及び医
療費の適正化を図るため、人間ドック受
診に要する費用を一部助成する。

3,014

6,316 435 5,881 保険医療課
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［後期高齢者医療特別会計］

（款）後期高齢者医療広域連合納付金　　　　（項）後期高齢者医療広域連合納付金 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅲひと・くらし・自然が調和した共
生・協働のまち

施策 便利で安心なくらしの実現

主要施策 医療保険制度等の充実と適正運用

取組 後期高齢者医療制度の適正な運用

令和４年度　主 要 事 業 一 覧 表

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

後期高齢者医
療広域連合納
付金

後期高齢者医療広域連合納付事業
後期高齢者医療制度に係る保険料を市が
徴収し、広域連合へ納付する。（保険基
盤安定負担金含む。） 537,753 537,753 保険医療課

目
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［介護保険保険事業特別会計］

（款）保険給付費 （項）介護サービス等諸費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 介護保険制度の健全かつ円滑な運営

取組 介護サービスの充実

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 介護保険制度の健全かつ円滑な運営

取組 介護サービスの充実

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 介護保険制度の健全かつ円滑な運営

取組 介護サービスの充実

（款）保険給付費 （項）介護予防サービス等諸費 （単位：千円）

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 介護保険制度の健全かつ円滑な運営

取組 介護サービスの充実

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

居宅介護サー
ビス給付費

居宅介護サービス給付事業
要介護認定者（要介護1～要介護5）が
利用する通所介護、短期入所生活介護
等の在宅サービスに係る保険給付を行
う。

1,105,200 415,920 455,120 234,160 高齢介護課

地域密着型
サービス給付
費

地域密着型サービス給付事業

要介護認定者（要介護1～要介護5）が
利用する地域密着型介護サービスに係
る保険給付を行う。 744,000 157,703 高齢介護課

施設介護サー
ビス給付費

施設介護サービス給付事業
要介護認定者（要介護1～要介護5）が
利用する介護老人福祉施設、介護老人
保健施設等の施設サービスに係る保険
給付を行う。

1,140,000 429,013 469,345 241,642 高齢介護課

25,542

279,987 306,310

13,151 高齢介護課
居宅介護予防
サービス給付
費

居宅介護予防サービス給付事業
要支援認定者（要支援1、要支援2）が
利用する介護予防訪問看護、介護予防
通所リハビリテーション等の在宅介護
予防サービスに係る保険給付を行う。

62,040 23,347

目

令和４年度　主 要 事 業 一 覧 表
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（款）保険給付費 （項）介護予防サービス等諸費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 介護保険制度の健全かつ円滑な運営

取組 介護サービスの充実

（款）保険給付費 （項）高額介護サービス等費 （単位：千円）

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 介護保険制度の健全かつ円滑な運営

取組 介護サービスの充実

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 介護保険制度の健全かつ円滑な運営

取組 介護サービスの充実

（款）保険給付費 （項）特定入所者介護サービス等費 （単位：千円）

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 介護保険制度の健全かつ円滑な運営

取組 介護サービスの充実

地域密着型介
護予防サービ
ス給付費

地域密着型介護予防サービス給付
事業

要支援認定者（要支援1、要支援2）が
利用する地域密着型介護予防サービス
に係る保険給付を行う。 13,440 5,058 5,533 2,849 高齢介護課

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

高額介護サー
ビス費

高額介護サービス給付事業
介護保険の在宅サービス及び施設サー
ビスの1か月の利用料の合計額が自己負
担の上限額を超えた場合に係る保険給
付を行う。

高額医療合算
介護サービス
費

高額医療合算介護サービス給付事
業 同一世帯内の医療保険加入者で1年間の

介護保険と医療保険の合計額が自己負
担の限度額を超えた場合に係る保険給
付を行う。

15,000 5,645 6,176 3,179 高齢介護課

84,000 31,611 34,583 17,806 高齢介護課

特定入所者介
護サービス費

特定入所者介護サービス給付事業

要介護認定者のうち低所得者の施設、
短期入所サービスに係る居住費及び食
費に係る保険給付を行う。 96,960 36,489 39,918 20,553 高齢介護課

目
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（款）地域支援事業費 （項）包括的支援事業・任意事業費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 地域包括ケアの推進

取組 多様な生活支援の充実

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 介護保険制度の健全かつ円滑な運営

取組 介護保険制度の健全運営

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 地域包括ケアの推進

取組 地域包括ケアシステムの構築

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策 地域包括ケアの推進

取組 認知症支援体制の充実

任意事業費

家族介護用品支給事業
重度の要介護認定者（要介護4、要介護
5）を在宅で介護している介護者の経済
的負担の軽減を図るため、介護用品を
支給する。

3,180 2,467 665

介護給付等費用適正化事業 保険給付受給者に、6か月に1回、介護
保険給付額等の通知をする。また、介
護給付適正化事業運用支援業務システ
ムを用いた給付費点検により、事業所
にケアプラン作成についての助言指導
を実施する。

1,978 1,535 414 29 高齢介護課

48 高齢介護課

認知症総合支
援事業費

認知症総合支援事業
認知症の方とその家族が安心して暮ら
せるために、地域におけるネットワー
クを強化し、地域全体で支える体制整
備を促進する。（認知症の早期発見・
早期介入、認知症への理解を深める普
及・啓発、家族支援、医療や介護サー
ビスを担う人材の育成）

1,866 1,447

在宅医療・介
護連携推進事
業費

在宅医療・介護連携推進事業 医療と介護が切れ目なく一体的に提供
できるよう保健・医療・介護の多職種
の関係機関と連携し、課題解決に向け
た取組を推進する。また、在宅医療や
介護連携に関するセミナーを開催し、
市民や関係者への普及啓発を行う。

9,214

390 29 高齢介護課

7,150 1,927 137 高齢介護課

目 事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課
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（款）地域支援事業費 （項）介護予防・生活支援サービス事業費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策
介護予防と高齢者の生きがいづくり
の推進

取組
高齢者を支える人材育成と活動への
支援

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策
介護予防と高齢者の生きがいづくり
の推進

取組
介護予防・日常生活支援総合事業の
推進

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策
介護予防と高齢者の生きがいづくり
の推進

取組
介護予防・日常生活支援総合事業の
推進

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策
介護予防と高齢者の生きがいづくり
の推進

取組
介護予防・日常生活支援総合事業の
推進

介護予防・生
活支援サービ
ス事業費

生活支援サポーター活動支援事業 かとう介護ファミリーサポートセン
ターの運営を社会福祉法人加東市社会
福祉協議会へ委託する。コーディネー
ターの調整により協力会員と依頼会員
をマッチングさせ、支援活動を実施す
る。

3,857 1,922

要支援認定者及び介護予防・生活支援
サービス事業対象者の日常生活を援助
する訪問介護に相当するサービスを行
う。

2,285 1,139 941 205 高齢介護課

1,588 347

通所型サービス事業 要支援認定者及び介護予防・生活支援
サービス事業対象者に対して、閉じこ
もりの予防や自立支援に資するための
基準を緩和した通所型サービスを行
う。

21,344 10,633 8,786 1,925

通所介護相当サービス事業 要支援認定者及び介護予防・生活支援
サービス事業対象者に対して、閉じこ
もりや転倒を予防し、要介護状態にな
らないようにするための通所介護に相
当するサービスを行う。

2,167 195

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課目

高齢介護課

1,080 892 高齢介護課

高齢介護課

訪問介護相当サービス事業
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（款）地域支援事業費 （項）介護予防・生活支援サービス事業費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策
介護予防と高齢者の生きがいづくり
の推進

取組
介護予防・日常生活支援総合事業の
推進

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策
介護予防と高齢者の生きがいづくり
の推進

取組
介護予防・日常生活支援総合事業の
推進

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 地域福祉の推進

主要施策
介護予防と高齢者の生きがいづくり
の推進

取組
介護予防・日常生活支援総合事業の
推進

介護予防・生
活支援サービ
ス事業費

かとうふまねっと事業 要支援認定者及び介護予防・生活支援
サービス事業対象者に対して、転倒防
止、認知症予防のために、50cm四方の
マス目でできた大きな網（ネット）を
床に敷き、それを踏まずに歩行する運
動等を行う、ふまねっと事業を行う。

826 411

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

340 75 高齢介護課

訪問型サービス事業
要支援認定者及び介護予防・生活支援
サービス事業対象者に対して、自立し
た生活支援の継続を図るための軽易な
訪問型サービスを行う。

5,228 2,604 2,152

1,144 高齢介護課

472 高齢介護課

介護予防ケア
マネジメント
事業費

介護予防ケアマネジメント事業
要支援認定者及び介護予防・生活支援
サービス事業対象者に対して、自立し
た生活を送るためのケアプランを作成
する。

23,591 6,338 16,109

目 担当課
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［水道事業会計］

（款）資本的支出 （項）建設改良費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅶ安全でおいしい水と快適な生活環
境が持続されたまち

施策 上下水道事業の充実

主要施策 上水道事業の充実

取組 上水道の安定供給

政策
Ⅶ安全でおいしい水と快適な生活環
境が持続されたまち

施策 上下水道事業の充実

主要施策 上水道事業の充実

取組 上水道の安定供給

政策
Ⅶ安全でおいしい水と快適な生活環
境が持続されたまち

施策 上下水道事業の充実

主要施策 上水道事業の充実

取組 上水道の安定供給

目

令和４年度　主 要 事 業 一 覧 表

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

浄水設備費

配水設備費

統合浄水場整備事業

918,135 4,382 540,800 5,840

生活基盤施設耐震化等交付金事業

352,550 63,953

緊急老朽管更新事業
老朽化が著しく早期に対策が必要な配
水管を更新する。
　家原地区ほか
　　管布設工事　φ75 L=431m
　　　　　　　　φ50 L=531m
　大畑地区ほか
　　詳細設計　L=2.2km

109,780

配水設備費

109,780 工務課

367,113 工務課

288,597 工務課

施設の耐震化及び浄水機能の効率化を
図るため、広沢浄水場と滝野浄水場の
施設の統廃合を行う。

　広沢浄水場
　　管理棟建設工事
　　浄水池建設・機械・電気設備工事
　滝野配水池
　　塩素注入施設ほか詳細設計　一式

基幹管路耐震化計画に基づき、基幹管
路の耐震化を行う。
　山国～稲尾
　　管布設工事　φ250　L=1,376m
　中区配水池－山国
　　管布設工事　φ250　L=1,100m
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［下水道事業会計］

（款）資本的支出 （項）建設改良費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅶ安全でおいしい水と快適な生活環
境が持続されたまち

施策 上下水道事業の充実

主要施策 下水道事業の充実

取組 下水道の安定処理

政策
Ⅶ安全でおいしい水と快適な生活環
境が持続されたまち

施策 上下水道事業の充実

主要施策 下水道事業の充実

取組 雨水排水施設の整備

令和４年度　主 要 事 業 一 覧 表

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課目

下水処理場統合整備事業

204,270 78,000 115,700

事業の効率化を図るため、処理場施設の統
廃合を行う。
　上福田北部地区
　　詳細設計　一式
　畑・廻渕・池之内地区
　　管路・機械電気設備撤去工事
　　　　　　　　　　　　　　　一式
　川南地区
　　管布設工事　φ100　L=440m
　　処理場改造工事　一式

工務課

10,570 工務課

下水道事業費

浸水対策として、雨水管渠整備を行う。
　山国地区
　　管渠整備工事　φ500　L= 88m
　　　　　　　　　φ600　L=174m

雨水管渠整備事業

64,900 30,000 34,900

- 81 -



［病院事業会計］

（款）資本的支出 （項）建設改良費 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

政策
Ⅳ子どもから高齢者まで安心してく
らし続けられるまち

施策 医療の充実

主要施策 病院事業の安定運営

取組 病院事業の経営改善

令和４年度　主 要 事 業 一 覧 表

目 事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

ケアホームかとう施設整備費

39,700 39,700 病院総務課施設整備費

ケアホームかとうの床、照明設備及び非
常用発電装置について、老朽化に伴い更
新が必要なため、施設設備の更新工事を
実施し、療養介護環境の充実と適切な維
持管理に努める。
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