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資料－１

住宅取得支援制度について 

【趣旨】 

 加東市に移住または定住しようとする働く世代の住宅取得費用を助成

し、定住人口の増加を目指します。 

 あわせて、子育て世帯や地元業者と契約した世帯に対して上乗せ補助

を行い、子育て世代への支援と地域の活性化を図ります。 

【事業内容】 

 主な補助要件および補助金の額 

(1) 働く世代住宅取得支援補助…２０万円 

① 世帯全員の所得金額の合計が４００万円以下であること。 

 ② 住宅取得予定者が３９歳以下であること。 

 ③ 取得費用（改修費含む。）が５００万円以上であること。 

 ④ 補助金交付後、取得した住宅に居住すること。 

(2) 子育て世代応援上乗せ補助…２０万円 

① 働く世代住宅取得支援補助対象者であること。 

 ② １８歳未満の者及び父母（いずれか一方である場

合を含む。）を世帯の構成員に含むこと。 

(3) 地元業者上乗せ補助…１０万円

① 働く世代住宅取得支援補助対象者であること。 

 ② 戸建住宅を加東市内の業者（加東市内に事業所又

は支店がある業者を含む。）と契約し、取得又は改

修工事を行った者。 

 子育て世代が、市内の業者と契約し、加東市内に住宅を取得（新築又は購

入）した場合、(1)・(2)・(3)合わせて最大５０万円を補助します。 



資料－２
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空き家活用支援制度について 

【趣旨】 

 空き家ストックを有効活用し、管理者不在の空き家の発生を抑制するとともに地

域の活性化を図るため、空き家を改修し利用しようとする者に対し改修費の一部を

助成します。 

現行の兵庫県の空き家活用支援事業では、社地域の市街化区域が対象となってい

ません。（社地域の市街化区域が対象となるのは市が県事業に随伴した場合のみ。） 

 対象となっていない社地域の市街化区域を補助対象とし、空き家の改修者が市内

全域において同額の補助を受けることができるようにします。 

（社地域の市街化区域…新規事業、その他の地域…県単独事業） 

【事業内容】 

１ 補助対象となる要件 

 (1) 空き家バンク（仮）に登録され、空き家になって６か月以上経過した物件を

改修し、利活用すること。 

 (2) 改修後、１０年以上住宅または事業所として活用すること。 

２ 補助対象経費および補助限度額 

 (1) 補助対象経費 

   工事費…空き家の機能回復修繕費（水回り改修・雨漏り修繕等） 

   移転費…空き家へ移転するための引越し費用 
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(2) 補助限度額 

 ① 【住宅型】社地域の市街化区域以外（※県単独事業） 

補助限度額 通常 
若年世帯・子育て世帯※ 

（新規） 

工事費に対する限度額
１００万円（県費） 

工事費の１／３

１５０万円（県費） 

工事費の１／２

移転費に対する限度額 １０万円（県費） １０万円（県費）

補助限度額 合計 １１０万円 １６０万円 

 ② 【住宅型】社地域の市街化区域（※新規事業） 

補助限度額 通常 若年世帯・子育て世帯※ 

工事費に対する限度額

１００万円 

（県５０、市５０） 

工事費の１／２

１５０万円 

（県７５、市７５） 

工事費の２／３

移転費に対する限度額 １０万円（県費） １０万円（県費）

補助限度額 合計 １１０万円 １６０万円 

※若年世帯：夫婦の満年齢の合計が 80歳未満、子育て世帯：高校卒業までの子がいる世帯

 ③ 【事業所型】社地域の市街化区域以外（※県単独事業） 

補助限度額 通常 

工事費に対する限度額
１００万円（県費） 

工事費の１／３

移転費に対する限度額 １０万円（県費）

補助限度額 合計 １１０万円 

 ④ 【事業所型】社地域の市街化区域（※新規事業） 

補助限度額 通常 

工事費に対する限度額

１００万円 

（県５０、市５０） 

工事費の１／２

移転費に対する限度額 １０万円（県費）

補助限度額 合計 １１０万円 



資料－３ 

国営土地改良事業 加古川西部地区事業別市町負担について 

加古川西部土地改良区では、基幹水利施設ストックマネジメント事業及び県営かんが

い排水事業を活用し、施設の長寿命化等を図るため、平成３０年度に事業着手する予定

です。

 事業に伴う各市町の負担割合が、以下のとおり決定しました。

（１）直轄管理区間（総合管理） 

総合管理施設（糀屋ダム、高田頭首工（杉原川揚水機場）、大屋頭首工、赤坂頭

首工、柳頭首工、大幹線水路、西幹線水路、仕出原川分水工、東西分水工、畑分水

工等）は、加古川西部地区全体市町へ送水するための国営関連施設であるため、各

市町負担は現行の総合管理事業負担面積割合に基づく負担とする。

＜直轄管理区間（総合管理）の面積割合＞

市町名 加西市 小野市 加東市 姫路市 西脇市 多可町 計

面積(ha) 3,226 160 140 12 72 107 3,717 
割合 86.8％ 4.3％ 3.8％ 0.3％ 1.9％ 2.9％ 100.0％

（２）直轄管理区間（西脇市・多可町の単独施設） 

西脇市と多可町の受益地に放流する単独施設である野間川分水工（φ450電動バ
タフライバルブ、接続管 4.0ｍ）、大和川分水工（φ100 手動スライドゲート）に
係る市町負担は、関係する西脇市・多可町のみで負担し、下流域の加西市、小野

市、加東市、姫路市は負担しない。

＜直轄管理区間（多可町・西脇市）の面積割合＞

市町名 西脇市 多可町 計

面積(ha) 72 107 179 
割合 40.2％ 59.8％ 100.0％

（３）改良区管理区間 

直轄管理以外の区間は加西市、小野市、加東市、姫路市の各受益地へ送水する

施設であるため、4市の受益面積割合による負担とする。
＜改良区管理区間の面積割合＞

市町名 加西市 小野市 加東市 姫路市 計

面積(ha) 3,226 160 140 12 3,538 
割合 91.2％ 4.5％ 4.0％ 0.3％ 100.0％



資料-３　位置図



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

■加古川河川改修について
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○平成25年より30年間で、平成16年の台風23号と同規模の雨を流せるようにします。
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