
平成３０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
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

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

研修事業

広報・広聴事業

平成３０年度　主 要 事 業 一 覧 表

事業名／総合計画の体系
財源内訳

13,448

担当課

13,448

シティープロモーション推進の取り組
みとして、ふるさと納税を活用する。
活用に当たっては、民間のポータルサ
イト運営会社に委託し、市の情報発信
を強化するとともに、特産品の掘り起
こしを行うことで、市の魅力を発信
し、市の認知度やイメージを向上させ
る。

総務課

目 事業内容・事業目的 総事業費

4,474

市民が求める時代に対応した職員能力
の向上と人材育成を推進するため、研
修計画に基づいた市独自の研修を実施
するとともに、積極的に階層別の派遣
研修への参加を推進する。

4,474

6,824

ふるさと納税推進事業

総務課

秘書広報課483 6,341

市民に市政情報等を提供するため、広
報かとうを毎月15,400部発行し、全世
帯に配布する。

一般管理費

文書広報費
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［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 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

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 透明で質の高い契約事務

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

財産管理事業

新定地区内の市有地において地滑り被
害防止対策を実施するとともに、市有
地の適正な管理を行う。 27,779 13,000 4,199 10,580 財政課

契約事務事業 より適正な契約事務を行うため、契約
管理システム及び営繕積算システムを
導入する。また、一部の入札におい
て、電子入札システムでの入札を実施
する。

9,911 9,911 財政課

150,300 38 財政課

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

公共広場整備事業（災害時対応
型）

災害時に物資集積地や避難地として活
用できる防災機能を備えた公共広場を
整備する。 150,338

庁用車管理事業
公用車を適切に維持管理するととも
に、購入から13年以上経過し、老朽化
した公用車を環境に配慮した低公害車
（普通自動車3台、軽自動車5台）に更
新する。また、安全運転を促進するた
め、既存車両にドライブレコーダー
（20台）を設置する。

27,622 7,200 20,422 財政課

財産管理費

目



［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
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

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

15,231 企画協働課

企画協働課

定住移住促進事業 定住・移住相談窓口を開設し、効率的
な推進体制を構築するとともに、市の
魅力発信に取り組み、定住・移住を促
進する。また、東京都墨田区をはじめ
とする首都圏でのPRや交流などを通し
て、交流人口の拡大を図る。

4,222

3,543

16,418 1,187

156

企画協働課

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し、市民福祉の向
上を図る。

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。

156

公共交通対策事業 くらしを支え、交流を促進し、地域が
主体的に取り組む、持続可能な地域公
共交通ネットワークを形成するため、
地域公共交通網形成計画に基づく施策
に取り組む。

3,543

地方バス等公共交通維持確保対策
事業

4,222 企画協働課

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

企画費
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［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
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
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
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
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

企画協働課

第2次加東市総合計画書等を印刷製本す
るとともに、概要版を全世帯に配布
し、計画内容の周知・共有を図る。 7,728 7,728 企画協働課

405 6,292

市運営有償運送事業 市運営有償運送事業を、米田地域及び
鴨川地域に委託するとともに、新たな
地域での導入に取り組み、公共交通空
白地における生活交通手段の確保を図
る。

市マスコット活用事業

マスコットキャラクター加東伝の助を
活用して加東市を市外に広くPRし、市
の知名度向上につなげる。 1,264 1,264 企画協働課

総合計画推進事業 まちづくり推進市民会議において、行
財政改革推進計画の評価、検証を行う
ことにより、市民との協働によるまち
づくりを推進するとともに、効率的か
つ効果的な行政経営を展開する。

157 157 企画協働課

10,597 3,900

総合計画策定事業

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

企画費



［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
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

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

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 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

地域整備課

総合戦略事業
（結婚新生活支援補助）

市民協働事業 輝く加東まちづくりコンソーシアム主
催の市民活動発表会を通して、市民・
地域主体のまちづくり活動やまちづく
りへの思いを広く共有し、市民と行政
による協働のまちづくりを推進する。

442

13,400

9,500 まち未来課

2,400

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。
加東市に定住または移住することを目
的として戸建住宅を取得した働く世代
を支援し、定住人口の増加を促す。

15,800

総合戦略事業
（コンソーシアム事業） まちの拠点づくりコンソーシアムが中

心となり、主体的に地域の活動に取り
組む団体や個人などを支援し、地域コ
ミュニティやまちのにぎわいづくりに
取り組む。

9,500

442 企画協働課

国際交流事業 NPO法人加東市国際交流協会を中心に、
留学生や姉妹都市との交流事業や在住
外国人支援などを通して、市民の国際
理解や多文化共生社会づくりを推進す
る。

10,457 2,000 8,457 企画協働課

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

企画費

国際交流事業
費

目
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［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

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
環境を創造するため、交通事故防止対
策（交通安全啓発活動、交通安全教室
の実施、交通安全協会負担金の支出
等）を行う。

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

627 627

3,800 3,800

2,679 2,679
交通安全対策推進事業

スタントマンが、実車を使用して事故
を再現するスケアードストレイト（交
通安全スタント）を行い、参加者が事
故の恐怖を実感することにより、交通
安全に対する意識の向上を図る。

防犯対策事業
警察やまちづくり防犯グループ等と連
携し、地域ぐるみの防犯活動に取り組
み、犯罪のない安全な環境づくりを進
めるため、犯罪予防対策（防犯啓発活
動、地域防犯活動支援等）を行う。ま
た、加東市民大会を開催し、市民の防
犯意識向上を図る。

交通安全対策
費

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
りのため、カーブミラー等の新設（13
基）及び維持管理を行う。 3,576 防災課

防災課

防災課

事業内容・事業目的 総事業費
財源内訳

担当課

防災課

3,576

事業名／総合計画の体系

防犯対策費

目



［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

通学路等、夜間における歩行者等の安
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、防犯灯
を整備（LED防犯灯97灯設置）するとと
もに、防犯カメラを設置（10台）す
る。

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 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

5,000

26,297

165,654

5,000

秘書広報課

590 37,373

コミュニティの醸成と市民生活の利便
性向上に寄与するため、ケーブルテレ
ビ施設の適正管理及び映像番組・文字
放送・データ放送などの制作・放送を
行う。

37,963 秘書広報課

コミュニティの醸成、情報発信、難視
聴対策などのケーブルテレビ事業の目
的を達成するため、eo光サービスによ
り地域情報化推進事業を実施する。ま
た、ハイビジョン用自主放送設備の保
守を行う。

KCV施設運営事業

165,654

有線テレビ施設整備事業

防犯施設整備事業

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、
災害対策に関する市民の自主的な活動
を支援する。

26,297

事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的

防災課

防災課

総事業費
財源内訳

担当課

防犯対策費

目

有線放送施設
費

-　7　-



-　8　-
［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
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
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

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

財政課

秘書広報課

6,108 24,555

財政管理事業
財務会計システムを更新するととも
に、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、健
全な財政運営を図る。

30,663

147,621

有線テレビ施設撤去事業

147,621

eo光サービスへ運営形態を変更したこ
とにより、不要となったケーブルテレ
ビ施設の撤去を行う。
（平成29年度～平成30年度）

有線放送施設
費

9,776 企画協働課

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

地域振興事業
地区等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
の整備において、その費用の一部を助
成する。

12,000 12,000 企画協働課

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
取り組む各種団体等に補助金を交付
し、市民主体の自主的な活動を支援す
ることにより、市の活力と賑わいづく
りを推進する。

9,776

自治振興費

財政管理費



［一般会計］

（款）総務費　　　　　（項）徴税費 （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
市税の適正課税の推進と収納率の向
上

取組 市税の適正課税の推進 （新規事業）

（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

戸籍住民基本台帳事務事業
総合窓口の機能強化を図り、市民サー
ビスを向上させるため、住民基本台帳
ネットワークシステムの更新及び各種
証明書に旧姓を表記できるようにする
ためのシステム改修を行う。また、窓
口サービス向上のためコンシェルジュ
を総合案内として配置する。

31,167 3,674 27,493 市民課

社会保障・税番号制度事務事業
市民の行政手続き等における利便性向
上のため、カード申請、受取に係る休
日窓口を開設するなど、マイナンバー
カードの普及促進業務を行う。

8,348

税務課

4,802 58 3,488 市民課

賦課徴収費

固定資産税評価事務事業

登記情報電子データと課税台帳を連携
するシステムを平成30年度から平成31
年度までの2か年で整備し、課税客体を
的確に把握するとともに、固定資産課
税台帳の自動更新等により適正な課税
を推進する。
平成30年度は実施事業者の選定を行
う。（全体事業費は17,280千円。平成
30年度は債務負担により事業に着手す
るため事業費0千円）

0

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

戸籍住民基本
台帳費

-　9　-
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［一般会計］

（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

証明書コンビニ交付事務事業
市民の利便性の向上及び行政事務の効
率化のため、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。

4,282 436 3,846 市民課

18,044 委員会事務局市長選挙費

市長選挙事業

任期満了（平成30年4月29日）による市
長選挙を執行する。 18,044

委員会事務局

任期満了（2019年6月10日）による県議
会議員選挙のための準備を行う。 4,601 4,601

県議会議員選挙事業

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

県議会議員選
挙費

戸籍住民基本
台帳費



［一般会計］

（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

市議会議員選
挙費

市議会議員選挙事業

任期満了（平成30年10月31日）による
市議会議員選挙を執行する。 29,528 29,528 委員会事務局

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

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
実施する地域福祉活動に要する費用の
一部を助成するとともに、業務を移管
する訪問介護事業の運営を財政的に支
援し、サービスの提供を継続する。

60,854 422 60,432 社会福祉課

民生委員活動
民生委員法に規定される職務を円滑に
遂行するために、民生委員・児童委員
及び民生児童協力委員の活動及び協議
会の運営に対し助成する。

8,827 6,206 2,621 社会福祉課

社会福祉総務
費

-　11　-
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［一般会計］

（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 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 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 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

福祉タクシー
高齢者や障害者等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。

24,253 2,376 21,877 高齢介護課

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。

高齢介護課5,100 2,550 2,550

生活困窮者自立支援事業

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

担当課

2,574 2,574 社会福祉課

生活困窮者の状態に応じて、相談を受
け、支援を実施するとともに、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。

14,267 9,689 4,578 社会福祉課

地域福祉計画策定事業

次期地域福祉計画の策定に向け、市民
ニーズ等を把握するためのアンケート
調査を実施する。

社会福祉総務
費

目



［一般会計］

（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 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 （新規事業）

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
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

人権啓発費

人権啓発事業
「加東市人権尊重のまちづくり基本計
画」改定の基礎資料とし、また、今後
の施策の推進に反映させるため、人権
に関する市民意識調査を実施する。

3,400 3,400 人権教育課

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。 3,900

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

金婚夫婦を祝う会
昭和44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（式典・アトラクション）を開
催する。

1,656 1,656 高齢介護課

3,900 高齢介護課

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・資格情報提供等）
及び免除、猶予申請並びに年金相談等
の受付ほか年金に関する事務（人件費
除く）を行う。

2,663 1,907 756 保険・医療課

老人福祉費
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［一般会計］

（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
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

6,126 高齢介護課

18,238 2,400 15,838 高齢介護課

老人クラブ活動

明るい長寿社会の実現に向け、老人ク
ラブや老人クラブ連合会に、補助金を
交付する。老人クラブは、生きがいづ
くりや健康づくりを目的に社会活動を
行う。近年、会員数の減少等により、
老人クラブを解散される事例があるこ
とから、平成30年度からは、補助対象
を拡充し、会員数15人以上29人以下の
小規模クラブに対しても補助金を交付
する。

11,479 5,353

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。

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。 5,620 5,620 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

老人福祉費



［一般会計］

（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
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 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

3,537 保険・医療課

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。

6,000 3,000

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。 492,114 36 492,078 保険・医療課

3,000 高齢介護課

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
までの方を対象に、高齢期移行者医療
費の自己負担分の一部を助成する。

6,755 3,218

43 3,611 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

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。 3,654

老人福祉費

目

-　15　-



-　16　-
［一般会計］

（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
高齢者を支える人材育成と活動への
支援 （新規事業）

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 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 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

300 高齢介護課老人福祉費

介護職員養成支援事業 介護職員初任者研修を修了し、市内の
事業所に勤務する方又は勤務予定の方
に対し、研修受講料の一部を助成する
ことで、市内事業所における介護人材
の確保を支援する。

300

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

12,417 9,312 3,105 社会福祉課

福祉センター
運営費

福祉センター管理運営事業
福祉活動の拠点である福祉センター2施
設（社福祉センター及び東条福祉セン
ター「とどろき荘」）の管理運営を指
定管理により行う。

34,468 34,468 社会福祉課

障害者福祉年金給付事業
障害者(児)等の生活の向上及び福祉の
増進に寄与することを目的とし、身
体・知的・精神障害者へ年金を支給す
る。

21,971 21,971 社会福祉課

特別障害者手当等給付事業
重度の障害により特に必要とされる生
活負担の軽減を図るため、常時介護を
必要とする在宅重度障害者(児)へ手当
を支給する。

障害者福祉費



［一般会計］

（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

自立支援サービス等給付事業
障害者(児)の能力や適正に応じて日常
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。

528,558 399,251 129,307 社会福祉課

自立支援医療費等給付事業

障害者(児)等の日常生活能力・社会生
活能力等の回復・向上を目的に、医療
費の一部を助成する。 12,830 9,613 3,217 社会福祉課

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

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、身体・精神・知的障害者(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実施する。

10,790 8,092 2,698 社会福祉課

身体障害者補装具給付（修理）事
業 身体障害者(児)の日常生活の利便性を

向上させるため、失った身体機能を補
完又は代替する用具の購入費（修理
費）を給付する。

6,502 1,625 4,877 社会福祉課

障害者福祉費

目
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-　18　-
［一般会計］

（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

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

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

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、視
聴覚障害者等の意思疎通支援者を育成
するための講座を開催する。 7,129 2,779 4,350 社会福祉課

地域活動支援センター等運営補助
事業 企業等での就労が困難な障害者の社会

交流等の活動の機会や、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。

23,661 7,641 16,020 社会福祉課

重度心身障害者（児）日常生活用
具給付事業

重度心身障害者(児)が円滑に日常生活
を営むための用具費を支給する。 9,213 6,914 2,305 社会福祉課

障害児タイムケア事業 社会福祉法人加東市社会福祉協議会に
運営を委託し、障害をもつ中学生・高
校生を対象に、日中活動の支援と保護
者の就労支援を目的として、下校後等
の活動場所を確保する。

12,838 9,086 663 3,089 社会福祉課

障害者福祉費



［一般会計］

（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
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
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

10,232 保険・医療課

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級の方に、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。

55,626 27,801 27,825 保険・医療課

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級の方に、医療費の
自己負担分の一部を助成する。

35,848 17,916 7,700

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。 3,333 739 59 2,535 社会福祉課

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

障害者福祉費

目

-　19　-



-　20　-
［一般会計］

（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 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
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 子育てに関する相談体制の充実 （新規事業）

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 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

6,166 子育て支援課

児童福祉事業（実態調査関係）
子供の貧困に関する実態調査を行い、
子供の現状と隠れたニーズを把握し、
子供の貧困の予防と解消のための施策
につなげる。

4,882 2,250

2,956 子育て支援課

DV対策支援事業 DV被害者への相談から保護、自立まで
の支援を継続的に行う専門の相談員を
配置する。また、DV根絶のための施策
を計画的に推進するため、加東市配偶
者等暴力対策基本計画を策定する。

7,086 920

児童福祉事業（計画策定関係） 子ども・子育て会議の運営と第2期加東
市子ども・子育て支援事業計画策定に
係るアンケート調査を実施し、子育て
支援事業に関するニーズ及び子育て世
帯の実態等から、課題の抽出を行う。

2,956

2,632 子育て支援課

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

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。 12,370 12,370 社会福祉課



［一般会計］

（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
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
児童館等の地域子育て支援拠点の充
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

利用者支援事業
東条鯉こいランドにおいて、利用者支
援事業を実施し、子育て相談等に加
え、地域の子育て支援事業の利用に関
する情報提供や支援制度を紹介する。

3,032 2,020 1,012 子育て支援課

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
の保育等が困難な児童を専用の施設で
一時的に預かる。
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。

7,613 4,508 450 2,655 子育て支援課

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、全小学校区において、放課
後、保護者不在の児童（6年生まで）を
安全に預かる。

80,138 35,863 35,278 8,997 子育て支援課

子育て支援課1,179

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

児童福祉総務
費

誕生祝品支給事業 次代を担う子供の出産・誕生を祝福す
るため、加東市特産品のひなこい布を
あしらった色紙に子供の名前、親から
のメッセージを記し、額装して支給す
る。

1,179
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［一般会計］

（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

乳幼児等医療費給付事業

経済的負担の軽減及び子育て支援とし
て、0歳から小学3年生までの通院、入
院の一部負担金の全額を助成する。 123,617 39,472 84,145 保険・医療課

752 子育て支援課

児童福祉総務
費

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人と、子育てを支
援したい人とをコーディネートする。 3,346 1,332 2,014 子育て支援課

MY TREEペアレンツ・プログラム事
業 親のセルフケアと問題解決力の回復に

よって虐待の終止に向けた、子育てに
苦しさを感じている親のためのプログ
ラムを実施する。

1,299 1,299 子育て支援課

児童虐待予防事業
早期の発見や支援を実施するため、関
係機関で構成する「要保護児童対策地
域協議会」の連携強化等、各種事業実
施により児童虐待を防止する。

2,188 1,436

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



［一般会計］

（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

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

こども医療費給付事業
経済的負担の軽減及び子育て支援とし
て、小学4年生から中学3年生までの通
院、入院の一部負担金の全額を助成す
る。

55,207 10,348

子供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

44,859 保険・医療課

児童手当費

児童手当事業

681,049 576,496 104,553 子育て支援課

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

児童福祉総務
費

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。 59,022 44,154 14,868 社会福祉課
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［一般会計］

（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
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

ひとり親家庭の自立支援のため、母
子・父子自立支援員による相談業務を
行うとともに、「自立支援教育訓練給
付金事業」、「高等職業訓練促進給付
金等事業」及び「ひとり親家庭高等学
校卒業程度認定試験合格支援事業」に
よる給付金を支給する。

母子家庭等医療費給付事業 経済的負担の軽減及び子育て支援とし
て、18歳に達する日以後の 初の3月31
日までの児童、または、20歳未満で高
校在学中の児童のいる母子家庭等の医
療費の自己負担分の一部を助成する。

8,184 2,640 5,544 保険・医療課

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。 142,693 46,930

ひとり親等福祉事業

2,913 2,121 792 子育て支援課

児童福祉施設
費

公立こども園等運営事業 就学前教育・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）を実
施する。
（4施設：教育利用定員15人、保育利用
定員325人）

56,278 12,018 44,260

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

ひとり親等福
祉費 95,763 子育て支援課

子育て支援課

児童扶養手当事業



［一般会計］

（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

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
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
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

児童館費

児童運営費 39,512

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、専門職員（児童
厚生員）を配置し、健全な遊びを提供
することで、豊かな情操を育むととも
に、心身の健康の増進を図るための支
援を行う。

17,883 3,408 103 14,372 子育て支援課

児童福祉施設
費

公立こども園施設整備事業
就学前教育・保育施設の整備として、
平成31年度の開園に向けて、平成29年
度から引き続き公立認定こども園の建
設工事を行う。

710,345 602,000 3,300 105,045 子育て支援課

396,088

保育所運営事業
私立保育所及び認定こども園への施設
型給付及び障害児保育に係る交付金等
を給付し、就学前教育・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認可外保育所等に
ついても補助金を交付し、運営を支援
する。

1,093,546 657,946 子育て支援課

つどいの広場事業 絵本の読み聞かせ、親子体操等の活動
や食育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。
子育て中の親子を対象に、相談、援助
の場を提供する。

30,228 16,728 13,500 子育て支援課

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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-　26　-
［一般会計］

（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
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

児童運営費

特別保育事業 私立保育所及び認定こども園が実施す
る特別保育事業（延長保育、一時預か
り）に対し、補助金を交付する。ま
た、生活保護世帯の子供に係る実費徴
収額の一部を補助し、保育の充実と低
所得者への負担軽減を図る。

16,009 10,672

教育無償化保育料軽減事業
幼児教育の必要性、重要性に鑑み、教
育・保育施設で幼児教育を受ける機会
を確保するため、保育料のうち教育費
相当額を助成する。

50,460 50,460 子育て支援課

5,337 子育て支援課

第2子以降保育料軽減事業 子供を生み、育てやすい環境づくりを
推進するため、第2子以降の子供の保育
所等の利用に係る保育料の一部を助成
し、保護者の経済的負担の軽減を図
る。

9,192 6,615 2,577 子育て支援課



［一般会計］

（款）民生費　 （項）生活保護費

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

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

保健衛生総務
費

保健衛生事務 加東市、西脇市、加西市及び多可町内
における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、自殺対策計画及び健康増進計画
を策定する。

29,339 428 28,911 健康課

扶助費

生活保護支給事業
生活に困窮する者に対し、 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。

302,414 244,855

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

57,559 社会福祉課

生活保護総務
費

生活保護適正実施推進事業 生活保護施策の適正な運営を確保する
ため、診療報酬明細書の点検強化等に
よる医療扶助の適正化、収入資産調査
の充実強化等による認定事務の適正化
等各種適正化の取組を推進する。

4,121 2,538 1,583 社会福祉課
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［一般会計］

（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

675 8,211 健康課

基本健診・総合管理 市民の健康保持・増進を図るため、特
定（基本）健康診査を実施する。
市独自で慢性腎臓病予防及び貧血の検
査を追加し、オプション検査として胃
ABC検診を行う。

7,736 22 886 6,828 健康課

8,886

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。

14,717 1,130 13,587 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、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。 6,389 2,893 414 3,082 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
実施する。

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



［一般会計］

（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 こころの健康づくりの推進

自殺予防対策事業 誰もが自殺に追い込まれることのない
まちを目指し、「いのち」を大切にす
る心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（こころの体温計）
等の啓発を実施する。

600

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
の無料クーポンを配布し、費用を全額
負担する。

1,512 150 1,362 健康課

265 335 健康課

健康増進事業
費

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やせる市民運動を実施
する。 1,064 438 13 613 健康課

健康教育事業
市民の主体的な健康づくりを推進する
ため、健康教室等を実施し、健康づく
りを推進するリーダー（元気応援隊）
の養成と活動拡充を図る。

1,230 66 135 1,029

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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［一般会計］

（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 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 （新規事業）

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 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

541 健康課

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

予防費

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、子供の定期予防接種を実施す
る。

83,544 83,544 健康課

若年者在宅ターミナルケア支援事
業 若年者の末期がん患者が、住み慣れた

自宅で 期まで安心して日常生活が送
れるよう、在宅支援に必要な訪問介護
サービス等の費用を一部助成し、負担
の軽減を図る。

720 324 396 健康課

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
無料で実施する。

4,169 3,666 503 保険・医療課

健康増進事業
費

和食推進事業 生活習慣病の発症及び重症化予防、健
康増進や、食事作法の向上等を通して
豊かな人間形成を図るため、11月24日
を「かとう和食の日」とし、食育の一
環として、和食を推進する。

541



［一般会計］

（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

健康課

肺炎球菌予防事業
内部障害の身体障害者手帳保持者及び
予防接種法で定める対象者の肺炎を予
防するため、接種費用を全額助成す
る。

11,820 11,820 健康課

高齢者インフルエンザ事業

高齢者の季節性インフルエンザの罹患
を予防するため、予防接種法で定める
対象者に接種費用を全額助成する。 28,040 28,040 健康課

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

予防費

任意予防接種助成事業

風しん、おたふくかぜの発症及び重症
化を予防するため、接種費用の一部ま
たは全額を助成する。 3,826 3,826
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［一般会計］

（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
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

予防費

犬等対策事業

人と動物が共存する住みよい地域づく
りのため、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
・適正飼育及びマナーについての啓発
　等の実施
・小動物の死体回収処理

503 1 502 生活課

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、4か月児、
1歳6か月児及び3歳児健診を実施する。 4,117 4,117 健康課

妊産婦支援事業
支援が必要な妊産婦が安心して出産・
育児ができるよう、妊娠中から訪問、
電話等や他機関と連携し、切れ目のな
い支援を行う。

1,607

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

母子衛生費

1,607 健康課



［一般会計］

（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

母子衛生費

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るため、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助成する。

38,578 150 38,428 健康課

母子健康づくり事業
子供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」等を推進する。

337 337 健康課

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。

2,208 13 2,195 健康課

妊娠・出産・子育て安心応援事業
（子育て安心パートナー・産後ケ
ア事業）

すべての妊婦が安心して子供を産み育
てられる環境を整えるため、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、切れ目のない
支援を行う。

4,165 1,697 2,468 健康課

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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［一般会計］

（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
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
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

未熟児養育医療事業

経済的負担の軽減及び子育て支援とし
て、入院養育が必要な未熟児に係る医
療費の一部負担金を全額助成する。 2,502 1,875 627 保険・医療課

911 生活課環境衛生費

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。
加東市保健衛生推進協議会活動に対し
て支援を行う。

911

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

母子衛生費

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・療育の早期実
施のため、新生児聴覚検査費用を助成
する。 1,907 1,907 健康課



［一般会計］

（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 総合窓口サービス等の充実

取組
小野加東広域事務組合（湧水苑）の
管理運営

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

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

環境対策事業 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

9,123 9,123 生活課

環境対策事業
（エコハウス補助）

地球温暖化対策を推進し、環境保全に
向けた市民意識の高揚と環境にやさし
い市民生活の実現のため、住宅の環境
性能の向上を促進する。市民が自ら居
住する住宅の消費エネルギー削減のた
めに、市が指定する機器等を設置した
場合、その費用の一部を補助する。

5,000 3,000 2,000 生活課

環境衛生費

斎場運営事業

小野市と共同設置する小野加東広域事
務組合（湧水苑）の運営に必要な経費
を負担する。

33,673

空家対策事業

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

環境対策費

33,673 市民課

空家等対策計画に基づき、総合的かつ
計画的な空家等対策を実施する。それ
により、市民が安全かつ安心に暮らす
ことのできる生活環境を確保し、地域
の活性化に寄与する。

3,103 3,103 生活課
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［一般会計］

（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 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

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、安定的な処理体制を整える。
・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、藪残土処理場及び
　リサイクルヤードの管理運営

287,249 29,262 257,987 生活課

施設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。
・中国自動車道滝野社IC及び佐保神社
　前公衆便所の適正な維持管理

1,263 1,263 生活課

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。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。
・地区（自治会）及び各種団体等が実
　施する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
・監視パトロールと啓発看板等の配布

6,551 6,551 生活課

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

清掃総務費

清掃管理事業



［一般会計］

（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
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

（款）労働費 （項）労働諸費 （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 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 就労環境の充実

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を負担すると
ともに、北播衛生事務組合施設使用料
を支払う。

86,247 86,247 生活課

労働諸費

シルバー人材センター運営事業 高年齢者がその経験と能力を生かしつ
つ、働くことを通じて社会に貢献し、
生きがいを得ていくための就業機会を
確保するため、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。

9,000 9,000 商工観光課

雇用促進事業
就労支援員を配置し、ハローワークや
南山活性化支援施設と連携し、就労に
関する情報提供や相談業務を実施す
る。また、加東市商工会に就労支援室
の運営を委託し、企業訪問による雇用
情勢等の情報を収集し就業機会の確保
を図る。

8,343 8,343 商工観光課

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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［一般会計］

（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 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 農業経営基盤の強化

農業振興費

農業振興一般事業
農業者団体等がより効率的な農業を行
えるよう、農業用機械器具購入経費の
補助金（農業振興事業補助金）を交付
する。

3,534 3,534 農林課

農業振興一般事業 麦・大豆など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、1年2作及び団地化に取り
組む地区農会へ補助金（集落営農補助
金）を交付する。

4,800 4,800 農林課

数量調整円滑化推進事業 生産目安を基本とし、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
現地確認を委託する。

6,443 346

7,910 7,910 農林課

直接支払推進事業 生産農家の経営安定と農地の多面的機
能維持を図ることを目的とした経営所
得安定対策等事業の交付金を農家へ交
付する事務を行う団体に対して、直接
支払推進事業助成金を交付する。

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

6,097 農林課



［一般会計］

（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 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

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

農林課

人・農地プランに中心経営体として位
置付けられ、新たに組織化する集落営
農組織又は新たに法人化を図る集落営
農組織に対し、農業用機械等の導入を
支援する。

4,379 4,379

集落営農組織高度化促進事業

3,234 3,234 農林課

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。
・1地区　L=1,000ｍ

800 799

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、
地域ぐるみで設置する防護柵等の資材
購入を補助する。

5,918 農林課

地域農業活性化推進事業

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

農業振興費

5,918

1 農林課

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、乾杯まつり等「加東市産山田
錦」を情報発信する事業を実施する。
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［一般会計］

（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等の推進

環境保全型農業直接支払交付金事業
化学肥料・化学合成農薬を、原則5割以
上低減する取組と合わせて、地球温暖
化防止等に効果の高い営農活動に取り
組む農業者団体等を支援する。

2,066 1,548

46 農林課

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
の掘り起しやマッチング等を行う。 1,200 1,200 農林課

中山間地域等直接支払事業
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
理を行う活動に対して支援及び指導を
行う。

13,626 9,408 4,218 農林課

518 農林課

人・農地問題解決推進事業 人・農地プランに位置づけられた地域
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
給付金や農地集積に協力する農業者へ
の協力金を交付する。

4,113 4,067

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

農業振興費



［一般会計］

（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 鳥獣被害対策の推進

取組 有害鳥獣侵入防護対策の推進

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
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

6,072 1 農林課

中山間地域所得向上支援事業
中山間地域での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。
・5地区　L=4,160ｍ

6,073

546 地域整備課

市単独事業

各地区が実施する農業施設の改修工事
等の土地改良事業に対し補助金を交付
する。（補助率30％） 3,000

4,829 地域整備課

地籍調査事業 土地の位置・面積・形状等を明確に
し、公租・公課等住民負担の公平化及
び紛争防止等を目的に実施する。
平成30年度は長井地区（約21ha）及び
社市街地地区（約49ha）で行う。

16,941 12,112

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

農業振興費

農地費

3,000 地域整備課

県営かんがい排水事業
鴨川ダム等からの用排水路の老朽化が
著しいため、県事業で改修し機能回復
を図る。
・工事予定箇所：
　貝原線4～7号開渠（396ｍ）
　2号管路（81ｍ）
　25号開渠（145ｍ）

7,086 2,300 4,240
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［一般会計］

（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

農業水利施設保全合理化事業 水利用の効率化、水管理の省力化、水
利施設の長寿命化を図り、農業の競争
力を強化する。
・野村地区　ほ場整備事業7.0ha
　（調査設計）

15,000 15,000

77,800 7,141 10,066 地域整備課

団体営ため池等整備事業
調査設計業務の一部として受益面積が
5ha以上のため池の定期点検を行い、健
全度評価を行う。
・定期点検：150か所

12,000 12,000 地域整備課

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。
・工事：宮谷池、御所谷池、数曽寺
　池、高畑池、東谷中池、西の池、下
　池(上）、二の谷池、滑下池、皿
　池、高井上池、音ケ谷池、中尾池、
　大谷中池
・実施設計：川池、藤治池、スゲ谷
　池、小屋谷池、曽我上池、屋度新池

95,007

地域整備課

多面的機能支払交付金事業

各地区で取り組む、農地及び農業用施
設の維持、管理及び更新等の活動資金
の補助を行う。 221,426 166,138 55,288 地域整備課

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

農地費



［一般会計］

（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

4,300 2,550 545 地域整備課

基盤整備促進事業

2,200 1,100 1,100

ため池定期点検の結果、不具合のある
ため池の簡易部分補修工事を実施す
る。
緊急度の高い池から2か所実施予定。

地域整備課

農地費

森地区内における、農家の作業負担軽
減等のため、既存用水路のパイプライ
ン化を図る。
・パイプライン整備工事L=1,790ｍ

49,200 27,798 12,600 7,380 1,422 地域整備課

地域農業水利施設ストックマネジ
メント事業 老朽化した農業水利施設に対応するた

め、目地づめ等老朽度合いに応じたき
め細かい対策を実施する。
・大畑地区内の延長101mの水路改修
・久米地区井堰改修実施設計

17,000 9,605

ため池簡易部分補修実証事業

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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［一般会計］

（款）農林水産業費 （項）林業費 （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 森林の保全

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

森林管理巡視員による違法伐採等の見
回りを行い、森林の保全を図る。
鴨川ひびきの森遊歩道は、平成30年3月
31日に管理協定が満了することに伴
い、事業地内の附帯施設を撤去し、遊
歩道の機能を残す一部のコースについ
ては修繕を行なう。

8,132 8,132 農林課

森林・山村多面的機能発揮対策事
業 森林の有する多面的機能を発揮するた

めに、地域住民等が協力して実施する
里山林の保全、森林資源の利活用など
の取組に対して支援を行う。

158 79 79 農林課

林業一般事業

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

林業総務費

商工総務費

商工総務事業（商工会補助）
商工業の総合的な改善発展並びに地域
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。

27,900 27,900 商工観光課



［一般会計］

（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 創業支援の充実

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 （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
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

加東市秋のフェスティバル 市内外への発信を通じた地域産業の活
性化を図るため、加東市の産業、文
化、地場産品、菊花盆栽等が一体と
なったイベントを主催する秋のフェス
ティバル実行委員会に補助金を交付す
る。

9,000 9,000 商工観光課

1,500 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する
企業等で、一定の条件を満たす企業等
に固定資産税等相当額を奨励金として
交付する。

68,227 68,227 商工観光課

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する
企業等で、一定の条件を満たす企業等
に水道料金の一部を助成する。

27,251 27,251 商工観光課

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

商工振興費

商工総務費

商工総務事業（創業者支援補助）

創業直後期から安定期への移行を促進
するため、一定の条件を満たす者に創
業者支援補助金を交付する。 1,500
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［一般会計］

（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
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
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

観光事業（夏まつり）

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
興事業を推進し、観光客の誘致及び交
流人口の拡大を図るため、一般社団法
人加東市観光協会に補助金を交付す
る。

29,870 29,870 商工観光課

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。

8,170 8,170 商工観光課観光費

夏の風物詩として親しまれてきた夏ま
つりの開催を通じて、人々の故郷への
思いを醸成するほか、協調と連帯のわ
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。

19,500 19,500 商工観光課

観光振興事務事業

商工振興費

宿泊施設誘致事業

まちのにぎわいや地域活力の創出のた
め、宿泊施設の誘致について、その効
果検証業務を委託する。 7,590 7,590 商工観光課

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



［一般会計］

（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
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

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。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。

2,121 990 1,131 生活課

鴨川の郷管理運営事業 施設の適切な管理運営及び利用者の安
心、安全を確保するため、平成29年度
に実施した老朽度調査により作成した
補修計画に基づき、緊急性の高い本館
屋根改修等工事を実施する。

3,000 3,000 商工観光課

地域振興施設
費

観光費

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。

5,300 5,300 商工観光課

観光事業（花まつり鮎まつり）

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

交流保養館管理運営事業 施設の適切な管理運営及び利用者の安
全安心を確保するため、平成29年度に
実施した老朽度調査により作成した補
修計画に基づき、緊急性の高い源泉ポ
ンプ取替等工事を実施する。

7,090 7,090 商工観光課
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［一般会計］

（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 労働・雇用の促進

取組 就労環境の充実

（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）

25,000 土木課

舗装の老朽化と不等沈下により通行に
支障がでているため、舗装修繕を実施
する。
・上滝野下滝野線舗装修繕工事
　（L=300.0m）

7,500

市道の植樹帯の高木を伐採し、維持管
理経費の軽減を図る。 8,000 8,000 土木課

交通量が多く、幅員が狭小で危険な道
路側溝を整備し、幅員を確保する。
・社鳥居線側溝修繕工事（L=211.6m） 25,000

7,500 土木課

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

道路維持費

道路維持管理事業

地域振興施設
費

南山活性化支援施設管理運営事業

来館者を分かりやすく、かつ安全に誘
導できるよう施設周辺6か所に案内看板
を設置する。 972 972 商工観光課



［一般会計］

（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

（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

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

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。
活動に必要な資材の支給を行う。
・資材、燃料購入

4,000 4,000 土木課

道路ストック総点検事業 老朽化した道路ストック（舗装、道路
附属物、道路法面）による第三者被害
を防止するため、修繕を行う。
・梶原滝野線ほか舗装修繕工事
・法面対策工事
・道路附属物修繕工事

171,160 93,313 61,700 7,668 8,479 土木課

14,300 14,300 土木課

舗装の老朽化と不等沈下により通行に
支障がでているため、舗装修繕を実施
する。
・福住上三草線舗装修繕工事
　（L=70.0m）

2,400 土木課2,400

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

道路維持管理事業

道路維持費

通行に支障がでている歩道の修繕を実
施する。
・中央道線歩道修繕工事（L=880.0m）
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-　50　-
［一般会計］

（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 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 道路の体系的整備の促進

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 道路の体系的整備の促進

5,800 土木課

市単独事業
（社西部線） 市街化区域の土地利用促進のため、道

路整備を行う。
・（仮）社西部線（L=687.0m）
　道路改良工事、用地買収、物件補償

52,500 49,800 2,700 土木課

203,800 103,840 72,600 27,360 加古川整備推進室

上滝野新町線ほか
老朽化した滝見橋の架け替えを含め、
都市計画道路滝野梶原線を整備する。
（道路整備延長625m 幅員12m 2車線 両
側歩道）
平成30年度は道路改良工事、滝見橋架
替工事負担金、電柱･電話柱移転補償を
行う。

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

道路新設改良
費

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、計画的に補修を行う。
・蓮文川橋ほか13橋橋梁補修設計
・平安橋ほか6橋橋梁補修工事
・橋梁長寿命化修繕計画の見直し

97,740 48,400 33,500 15,840 土木課

市単独事業
（上中牧野線） 幅員が狭く、通行に支障がでているた

め、道路改良を行う。
・上中牧野線（L=320.0m）
　道路詳細設計

5,800



［一般会計］

（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

交通安全施設
整備事業費

交通安全施設整備事業

経年劣化に伴い区画線が消え、交通の
安全性が低下しているため、引き直し
を行う。
・区画線工（L=9,520.0m）

13,000 13,000 土木課

法面の侵食により転落防護柵が傾き、
歩行者、車両転落の恐れがあるため、
防護柵を撤去しガードパイプの設置を
行う。
・ガードパイプ設置工事（観光1号線
　L=84.0m）

2,800 2,800 土木課

社会資本整備総合交付金事業
（交通安全施設整備事業）

通学路の点検の結果、対策が必要な危
険箇所の交通安全施設整備工事を行
い、安全を確保する。
・整備工事：6か所（天神2号線、下滝
　野区画28号線、東古瀬南北線、家原
　窪田線、広野学校線、東古瀬松尾
　線）

5,500 3,025 2,200 275 土木課

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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［一般会計］

（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 持続可能な都市基盤整備の推進

取組 集約と連携による都市構造の創造 （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 安全で安心な住まいづくり

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

4,000 地域整備課

住宅耐震改修促進事業 戸建て住宅等の耐震化を支援し、安全
安心なまちづくりを推進する。
計画策定費補助2件、耐震改修工事費補
助2件、住宅耐震化建替工事費補助5
件、部分型耐震化補助1件

8,500 6,825

空き家活用支援事業
県の「空き家活用支援事業」を活用
し、空き家ストックを有効活用しよう
とする者に対し、補助金を交付する。
住宅2件、移転費2件、地域交流拠点1件

8,200 4,200

都市計画事務事業（都市計画マス
タープラン改定事業）

市の都市計画に関する基本的な方針を
定める都市計画マスタープランの見直
しを行う。 6,725 6,725 まち未来課

1,675 地域整備課

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

都市計画総務
費



［一般会計］

（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・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

31,715 土木課

地域整備課

24,000

4,100住宅管理費

公営住宅管理事業

高岡団地において、隣地境界を明確に
するため、周辺地域と一体的に権利関
係の整理及び地図訂正を行う。 4,100

公園費

公園長寿命化修繕事業

公園機能を保全し、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。
・公園施設長寿命化計画策定業務委託
　（53公園）
・公園遊具定期点検業務委託（34公
　園）
・公園施設修繕工事（10公園）
・公園施設修繕設計（10公園）
　（なかよし公園、夕日ヶ丘公園、南
　山第1号街区公園、関戸公園、平池
　公園、わんぱく公園、やしろ児童公
　園、憩いの森公園、桜ヶ丘公園、
　状ヶ池公園）

55,715

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

-　53　-



-　54　-
［一般会計］

（款）土木費　（項）住宅費 （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 市営住宅の適正管理

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

（款）消防費 （項）消防費 （単位：千円）

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

常備消防費

常備消防事業

広域化による消防力・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。 621,228 94 7,451 613,683 防災課

152,000 10,566 地域整備課

総事業費
財源内訳

担当課

住宅建設費

公営住宅建設事業
平成26年度から実施している小元団地
の建替えを引き続き行い、平成30年度
は、事業 終年度として2棟12戸及び集
会所の建設工事を行う。

315,128 152,562

住宅管理費

公営住宅維持補修事業 市営住宅森団地1号棟、2号棟、3号棟の
耐震化及び長寿命化を図るため、屋根
及び外壁の改修工事を行うとともに、
浴室を保温性の高いユニットバスに改
良する。

52,424 26,211 26,213 地域整備課

目 事業名／総合計画の体系 事業内容・事業目的



［一般会計］

（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 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 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

指定避難所に、LPガス用発電機等14台
を導入し、災害時における避難後約72
時間の電力を確保する。 5,307 5,307 防災課

非常備消防費

非常備消防事業 消防団の運営と常備消防及び非常備消
防を併せた地域防災力の充実、強化を
図る。また、各種訓練、研修等により
消防業務に必要な知識・技能の向上等
人材育成を図り、消防力を強化する。

95,793 28,807

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

66,986 防災課

消防施設費

消防施設整備事業
消防車両等の更新、消防施設、消防水
利の維持管理、消防団詰所等のeo光使
用料、地区が行う消防備品、施設整
備・修理等に係る補助等を行い、消防
力を強化する。平成30年度は、全消防
団員の目を守り視界を確保するため
に、ゴーグルを配備する。

62,670 40,200 105 22,365 防災課

防災行政無線受信機新規設置、排水ポ
ンプパッケージ運転維持管理、防災関
係システム維持管理、災害見舞金支
給、防災対策機器運用維持管理等を行
い、災害に備える。

42,504 42,504 防災課

災害対策事業

災害対策費
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［一般会計］

（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

（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 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）

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

避難所体験訓練事業 市内の指定避難所を使用し、市民が避
難所生活について学習及び体験するこ
とで、防災意識や知識の向上を図ると
ともに、職員においても実践的な避難
所運営訓練を行い、災害時における迅
速な避難所開設に備える。

323 323 防災課

88 防災課

山崎断層地震発生時の被害想定による
避難者数をもとに、避難生活に必要な
物資として、食料、毛布等を備蓄し、
地域住民の避難所における生活を確保
する。

6,663 6,663 防災課

加古川右岸の防災体制を強化するた
め、災害発生時の備蓄拠点として新た
に防災備蓄倉庫を設置する。
平成30年度は、防災備蓄倉庫新築のた
めの設計を行う。

833 833 防災課

Jアラートのソフトウェア機能拡張に伴
い、ハードウェア性能が強化されたた
め、新型の受信機に更新する。 2,788 2,700

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

災害対策事業

災害対策費



［一般会計］

（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

（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
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 心の教育の推進

取組 互いを高めあえる授業・集団づくり

災害対策費

防災資材管理事業

災害時に必要な防災資機材の維持管理
等を行う。 256 256 防災課

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

教育指導費

教育指導事業（学習チューター制
度、部活動外部指導者派遣事業、
児童・生徒の考える力を高める授
業実践事業）

幼児の活動や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、兵庫
教育大学等と連携し、将来教員を目指
す学生を各学校園に配置する。
部活動の活性化と生徒の技能の向上を
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を確保す
る。
児童生徒の考える力、活用する力を高
めるため、兵庫教育大学を中心とした
教科指導に優れた大学教授等を校内研
修会に招聘し、教職員の指導力向上を
図る。

2,922 2,922 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、市立小中学校の児童
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実施する。

1,999 1,999 学校教育課
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［一般会計］

（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 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 英語教育の充実

1,088 学校教育課

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、小中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」の実施や、中学生を対象と
した「英語検定」検定料の助成を行
い、英語学習への意欲を高める。

23,300 23,300 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。

1,628 540

教育指導事業（放課後における補
充学習等推進事業）

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、「ひょうごがんば
りタイム」事業（県教委）を活用し、
教員免許保持者の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。

703 学校教育課

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

教育指導費

750 750 学校教育課

教育指導事業（自主学習室「加東
スタディライフ」の実施事業） 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、教員
免許保持者や教員志望の学生等を指導
員として配置した「自主学習室」を開
設する。

703



［一般会計］

（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 （新規事業）

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

小学校外国語教育推進事業

平成31年度学習指導要領の小学校外国
語教育の早期化・教科化に伴い、カリ
キュラムの編成や教員の英語力・英語
指導力向上のための研修を実施する。
また、英語によるコミュニケーション
を重視した授業のための地域人材の活
用等により、小学校外国語教育の推進
を図る。

2,029 945 1,084 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。また、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・支援等を行う。

2,011 2,011 学校教育課

インクルーシブ教育事業
支援の必要な子供一人ひとりの障害の
状況や教育的ニーズに応じた合理的配
慮の提供等のために、体制の強化、充
実を図り、共生社会の形成を図る。

16,611 12 16,599 学校教育課

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

教育指導費
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［一般会計］

（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

（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

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

小学校施設整備事業

学校管理費

小中一貫校整
備費

東条地域小中一貫校整備事業
小中一貫教育のため、東条地域小中一
貫校を平成28年度から平成32年度
（2020年度）までの5か年で整備する。
平成30年度は実施設計等を実施する。

75,888 64,600 11,288 教育総務課

耐用年数を経過し、老朽化した防犯カ
メラの更新を行う。(社小学校・福田小
学校・米田小学校・三草小学校・鴨川
小学校）

14,850 14,850 教育総務課

小学校施設整備事業
滝野東小学校の体育館外壁及び窓等の
老朽化に対応するため、外部非構造部
材の落下防止対策工事及び屋根防水工
事を行う。

58,439 7,748 46,400 4,291 教育総務課

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



［一般会計］

（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）幼稚園費 （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 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

（款）教育費 （項）社会教育費 （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 市民文化の創造の促進

取組 文化芸術の継承・創造

公募美術展事業 作品の鑑賞を通じて創作意欲の奨励と
地域の芸術活動の振興を図るため、実
行委員会が実施主体となり、日本画、
洋画、彫刻・工芸、書、写真の5部門を
滝野図書館ギャラリー「伝」及び会議
室で開催する。（第13回）

1,919 225 1,694 生涯学習課

9,406 教育総務課

幼稚園費

教育無償化保育料軽減事業
幼児教育の必要性、重要性に鑑み、教
育・保育施設で幼児教育を受ける機会
を確保するため、保育料のうち教育費
相当額を助成する。

9,222

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

社会教育総務
費

9,222 教育総務課

学校管理費

小学校施設整備事業

耐用年数を経過し、老朽化したエアコ
ンの更新を行う。(社小学校・福田小学
校・米田小学校・三草小学校） 9,406
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［一般会計］

（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

高齢者大学 実生活に即した教養の向上を図り、趣
味活動や社会参加による生きがいを高
めるため、兵庫教育大学との連携を図
り、市内3公民館を拠点として、地域ご
との各教室、合同講座を実施する。

1,619 1,619 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。 2,188 667 1,521 生涯学習課

882 人権教育課

1,818 人権教育課

人権教育事業 幼児期に絶対人権感覚が発達した子供
を育てるために、保育士や保育教諭等
を対象とした指導者セミナーや児童館
での親子セミナーに加え、保育園等へ
出向く出前親子セミナーを実施する。

882

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
教育講演会を実施する。

1,818

社会教育総務
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

人権教育費



［一般会計］

（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 市民文化の創造の促進

取組 文化財等の保存と活用 （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 文化財等の保存と活用 （新規事業）

公民館費

公民館維持管理事業（東条分）
東条公民館の移転に伴い、旧東条公民
館の解体工事を行う。また、跡地を駐
車場として利用するための整備工事を
行う。

62,112 59,000 3,112 生涯学習課

資料館費

歴史民俗資料館管理運営事業
（文化財展） 多摩美術大学美術館（東京都多摩市）

で展示会を開催することにより、本市
の歴史的風土や特徴・魅力を積極的に
周知する。

8,948 8,948 生涯学習課

歴史民俗資料館管理運営事業
（外壁改修工事） 加古川流域滝野歴史民俗資料館の展示

環境を良好な状態に保全し、観覧者が
安心して利用できる施設とするため、
外壁改修工事を行う。

4,155 4,155 生涯学習課

青少年セン
ター費

青少年センター運営事業

3,403 3,403 学校教育課

青少年の非行防止のため、街頭補導及
び相談活動、補導委員の研修、広報活
動、関係機関・団体との連絡調整等に
より、青少年の健全育成及び環境浄化
を推進する。

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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［一般会計］

（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

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 読書活動の推進

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

7,732 23,674 図書館

滝野図書館施設維持管理事業
老朽化した滝野図書館の空調設備を平
成29年度から平成30年度までの2か年で
整備し、平成30年度は改修工事を行
う。

128,267 128,200 67 図書館

図書館運営事業 図書等の配送業務により、4館所蔵の本
の受取や返却が近くの図書館で行える
よう、利用者の利便性をを図る。
学校との連携により、図書館の本を小
学校でも利用してもらうため、市内9小
学校に本を届ける。

2,556 2,556 図書館

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

図書館費

文化会館運営
費

やしろ国際学習塾整備事業 やしろ国際学習塾のさらなるバリアフ
リー化を図るため、会議棟2、3階のト
イレ改修工事を行う。また、利用者の
安全安心を確保するため、エレベー
ター（2基）を更新する。

66,248 62,400 3,848 生涯学習課

図書館充実事業 図書館システムにより、パソコンや携
帯電話から、図書検索、予約サービス
を行い利用拡大を図る。
資料提供の充実のため、図書や新聞雑
誌等の購入を行う。

31,406



［一般会計］

（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 生涯スポーツの推進

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

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

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）

54,631 生涯学習課

5,184 生涯学習課

東条グラウンド管理事業

東条ミニグラウンド用地の借地解消の
ため、当該用地の建物を撤去し、土地
所有者に返還する。 54,631

社会体育総務
費

加東伝の助マラソン大会
市民の健康維持と体力づくりのため、
市陸上競技協会、市体育協会、市ス
ポーツ推進委員会の各会員で組織した
実行委員会により開催する。

3,200 3,200 生涯学習課

体育施設費

社第二グラウンド管理事業

スポーツ施設の適正な管理を行うた
め、テニスコート照明設備及びプレイ
ングタイマーを更新する。 13,261 12,500 761 生涯学習課

滝野総合公園多目的グラウンド管
理事業

スポーツ施設の適正な管理を行うた
め、テニスコート及び多目的グラウン
ドのプレイングタイマーを更新する。 5,184

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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-　66　-
［一般会計］

（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
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
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

体育施設費

東条野球場管理事業

廃止した夜間照明施設（6基）を撤去
し、スポーツ施設の適正な管理を行
う。 3,543 3,543 生涯学習課

東条健康の森スポーツ広場管理事
業

廃止した東条健康の森山小屋を撤去
し、スポーツ施設の適正な管理を行
う。 15,297 14,500 797 生涯学習課

給食施設費

給食施設管理運営事業 設置から19年経過した厨房機器は、老
朽化等により頻繁に修繕を必要とする
ことから、安全安心な給食を安定して
提供するため、自動消火装置と低温真
空冷却機を更新する。

21,244 20,100 1,144 学校給食センター

学校給食費

学校給食材料購入事業

給食材料費を1食50円増額し、旬の食材
や地元食材を使った楽しみのある学校
給食特別メニューを月1回実施する。 1,813 1,813 学校給食センター

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



［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

4,636 保険・医療課

保健衛生普及
費

人間ドック受診事業
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
ク受診に要する経費の一部を助成す
る。

4,966 330

特定健康診査
等事業費

特定健康診査等事業
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実施する。 19,978 8,473

担当課

11,505 保険・医療課

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）を行う。また、今年度
から新たに糖尿病性腎症重症化予防事
業を実施する。

7,659 3,449 175 4,035 保険・医療課

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
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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

担当課

472,502 保険・医療課
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（基盤
安定負担金含む）。 472,502

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



［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

担当課

408,052 231,200 高齢介護課

高齢介護課

143,856 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から要介護5)が
利用され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。

1,116,000 422,295 442,714 250,991

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から要介護5）
が利用される地域密着型介護サービス
に係る保険給付を行う。 639,600 242,024 253,720

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から要介護5）
が利用される通所介護、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。

1,028,400 389,148

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
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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

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

61,920 23,431 24,563 13,926 高齢介護課

298 高齢介護課
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
利用される地域密着型介護予防サービ
スに係る保険給付を行う。 1,320 499 523

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

13,123 13,757 7,800 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
利用され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。

34,680

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。



［介護保険保険事業特別会計］

（款）保険給付費　　　（項）高額介護サービス等費 （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）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

（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）

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

611 720 高齢介護課任意事業費

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。

3,150 1,819

30,445 高齢介護課

5,046 2,861 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

要介護者のうち負担限度額認定者の施
設、短期入所サービスに係る保険給付
を行う。 135,360 51,220 53,695

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。

12,720 4,813

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

-　71　-



-　72　-
［介護保険保険事業特別会計］

（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 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 地域包括ケアシステムの構築

高齢介護課

在宅医療・介
護連携推進事
業費

在宅医療・介護連携推進事業費 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・介護等の多職
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シンポジウムを開
催し、市民への普及啓発を行う。

9,706 5,605 1,884 2,217 高齢介護課

権利擁護事業
費

権利擁護事業費

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など高
齢者の権利を擁護する。 7,503 4,328 1,456 1,719

任意事業費

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。

1,619 935 315 369 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



［介護保険保険事業特別会計］

（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 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 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 認知症支援体制の充実

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

高齢介護課

包括的・継続
的ケアマネジ
メント支援事
業費

包括的・継続的ケアマネジメント
支援事業費 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。

10,079 5,820 1,957 2,302 高齢介護課

認知症総合支
援事業費

認知症総合支援事業費
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等）

2,023 1,168 392 463

2,614 3,074 高齢介護課

総合相談事業
費

総合相談事業費 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。

17,208 9,939 3,351

生活支援体制
整備事業費

生活支援体制整備事業費
生活支援コーディネーターと協議体が
協働して、地域ニーズと地域資源を把
握し、高齢者を支えあう体制を創出す
る。

13,462 7,774

3,918 高齢介護課

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
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［介護保険保険事業特別会計］

（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

高齢介護課

通所型サービス事業
要支援認定者や介護予防・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。

21,099 7,982 8,370 4,747 高齢介護課

通所介護相当サービス事業
要支援認定者等が閉じこもり予防、転
倒予防などにより要介護状態にならな
いようにするために行う通所介護に相
当するサービスを行う。

4,032 1,525 1,600 907

1,506 854 高齢介護課

訪問介護相当サービス事業

要支援認定者等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。 2,295 869 911

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。協力会員と依
頼会員を募集し、会員登録後、コー
ディネーターの調整により相互援助活
動を実施する。

3,797 1,437

515 高齢介護課

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



［介護保険保険事業特別会計］

（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 （新規事業）

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
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

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
要支援認定者や介護予防・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。

16,109 3,163 11,065 1,881

345 197 高齢介護課

訪問型サービス事業
要支援認定者や介護予防・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。

2,922 1,105 1,159

かとうふまねっと事業 介護予防・生活支援サービス事業対象
者及び要支援認定者に対して、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。

872 330

658 高齢介護課

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
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［介護保険保険事業特別会計］

（款）地域支援事業費　（項）一般介護予防事業費 （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 （新規事業）

144 83 高齢介護課

地域リハビリテーション活動支援
事業 通所、訪問や住民運営の通いの場等へ

リハビリテーション専門職等が訪問し
関与することで、地域における介護予
防の取組を強化する。

364 137

一般介護予防
事業

担当課

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。

2,676 1,012 1,061 603 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



［水道事業会計］

（款）水道事業費用 （項）営業費用 （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 水道事業の健全経営の維持

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 上水道の健全経営・安定供給

水道ビジョン策定事業
事業の現状や課題を踏まえ、中長期の
新たな水道の基本理念を示す次期「水
道ビジョン」を平成30年度で完成させ
る。

7,000 7,000 管理課

管理課

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

原水及び浄水
費

水道施設維持管理事業
水道水の安定供給及び事業運営の効率
化を図るため、水道浄水施設管理技士
等を有する民間業者に24時間体制で運
転管理業務を委託する。

45,360 45,360 工務課

総係費

会計等事務業務委託事業

賦課収納及び開閉栓業務等の効率化を
図るため、民間業者に委託する。 45,101 45,101
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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

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

担当課

統合浄水場整備事業 広沢、滝野浄水場の老朽化対策及び浄
水機能の効率化を図るため、統合浄水
場建設に向けた実施設計及び用地取得
を平成29年度から平成30年度までの2か
年で行う。

149,201 149,201 工務課

14,400 工務課

生活基盤施設耐震化等交付金事業

秋津浄水場から秋津配水池への送水管
の耐震化工事を行う。
（耐震管L=400ｍ） 59,400 29,700 29,700 工務課

配水設備費

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

18,900 工務課

工事監理員派遣委託事業

工事監理について専門的知識を有する
人材を確保し、円滑な現場対応を行
う。 14,400

道路整備関連配水管布設事業 道路整備事業に伴い、関連する配水管
布設工事に係る実施設計を行う。
国道372号（河高ランプ）、県道松尾青
野ヶ原停車場線（大門橋）、市道社西
部線（仮称）

18,900

浄水設備費



［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

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

190,836 工務課

84,800 工務課

11,048 7,096 工務課

配水設備費
市営住宅小元団地建替関連
配水管布設事業

市営住宅小元団地の建替えに伴い、配
水管布設工事を行う。
（耐震管φ75　L=173ｍ） 18,144

水道未普及地域解消事業（嬉野東
地区）

配水管布設工事に係る舗装復旧工事を
行う。 221,940 88,572

青野ヶ原演習場等周辺水道設置助
成事業

青野原駐屯地及び滝野南小学校（拠点
避難所）周辺の配水管耐震化工事を行
う。（耐震管φ200　L=1,300ｍ） 163,080 78,280

老朽管更新（配水管耐震化）事業 老朽配水管の耐震化に係る実施設計及
び布設工事を行う。
・実施設計（山国、貞守、沢部、平
　木）
・布設工事（大門、下三草、横谷、北
　野）

190,836

73,800 52,332 7,236 工務課

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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［下水道事業会計］

（款）下水道事業費用 （項）営業費用 （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 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 下水道の安定処理

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

処理場費

下水処理施設維持管理事業

公共用水域の水質を保全するため、下
水処理場（12か所）の運転管理を委託
する。 24,559 24,559

11,885 11,885

担当課

管渠費

不明水対策事業

汚水処理の安定化を図るため、汚水管
渠への雨水混入調査及び修繕を継続し
て行う。 31,320 31,320 工務課

ポンプ場費

マンホールポンプ場保守点検管理
事業

安定した汚水の流下能力を確保するた
め、汚水マンホールポンプ場（203か
所）の保守点検業務を委託する。 工務課

工務課



［下水道事業会計］

（款）下水道事業費用 （項）営業費用 （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 （新規事業）

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 下水道の健全経営・安定処理

（款）資本的支出　　　（項）建設改良費 （単位：千円）

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 （新規事業）

下水道事業費 20 工務課

22,680 工務課総係費

下水処理場統合整備事業

効率的汚水処理整備計画の策定及び都
市計画法並びに下水道法に基づく事業
認可申請を行う。 45,360 22,680

5,000 管理課総係費

下水道ビジョン策定事業
事業の現状や課題を踏まえ、中長期の
新たな下水道の基本理念を示す「下水
道ビジョン」を平成30年度に完成させ
る。

5,000

上中幹線整備事業

上中・北野・新町地区の浸水被害軽減
のために、上中幹線から千鳥川への雨
水管渠整備の実施設計を行う。 17,820 17,800

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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［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 （新規事業）

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

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

道路整備関連汚水管整備事業

92,600

12,000 工務課

10,216 工務課

道路整備事業に伴い、関連する汚水管
の布設工事に係る実施設計を行う。
・国道372号（河高ランプ）L=150ｍ
・（仮）社西部線L=360ｍ

23,760 22,500 1,260 工務課

157,900

下水道施設長寿命化事業

安定した汚水処理機能を持続させるた
め、せせらぎ東条と市内マンホールポ
ンプ場の機器更新工事を行う。 194,184 91,368

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

下水道事業費

50 工務課

工事監理員派遣委託事業

工事監理について専門的知識を有する
人材を確保し、円滑な現場対応を行
う。 12,000

浸水被害対策事業

河高地区の浸水被害対策として、安取
雨水ポンプ場整備工事を行う。 315,900 157,950



［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 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 下水道の安定処理 （新規事業）

公共下水道未普及解消事業
（滝野工業団地汚水管布設工事）

滝野工業団地内の汚水管布設工事を行
う。（L＝560ｍ） 23,760 22,500 1,260 工務課

下水道事業費

公共下水道未普及解消事業
（北播衛生事務組合汚水管布設工事）

北播衛生事務組合の公共下水道接続に
係る汚水管布設工事を行う。
（L＝760ｍ） 42,768 21,384 19,200 2,184 工務課

3,548 工務課

公共下水道未普及解消事業
（上中地区汚水管布設工事） 上中地区の汚水管布設工事を行う。

（汚水管工事L=338ｍ、舗装工事A＝
1,840㎡） 65,988 16,740 45,700

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

-　83　-



-　84　-
［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

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

病院施設整備
費

ケアホームかとう施設整備事業 施設の空調設備が経年により老朽化
し、故障が頻発している状況であり、
入所者等に良好な療養環境を提供する
ため全館の空調設備の改修（更新）を
行う。

41,200

担当課

41,200

加東市民病院施設整備事業
第1手術室の空調設備について、老朽化
により冷暖房の効率が低下し、温度調
整が不安定になっているため、更新を
行う。また、婦人科に診療科目を変更
した産婦人科関連の分娩室など7室を物
品庫等として活用するために消防法に
基づきスプリンクラーを設置する。

18,560 18,500

病院　総務課

60 病院　総務課

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


