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平成３０年度　一般会計の主要な事業の一覧表　（第２次香美町総合計画基本計画の区分による）

１．ふるさとを担う子どもを育むまち （単位：千円）

　事業の名称（総合計画・前期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 平成30年度 平成29年度 比較増減 所　管 予算書

(1) 次代を担う子どもを育むまち 1,538,670 1,258,442 280,228

①子育て支援の推進 940,353 758,657 181,696

［結婚支援対策費] 1,000 1,021 △ 21 企画課 54 頁

町内未婚者の結婚支援のため、若者交流事業の実施や実施団体に対する助成等を行い、

男女の出会いの場を創出する

［（目）児童福祉総務費／一般経常費］ 6,204 5,909 295 福祉課 83 頁

・障害児通園事業施設負担金

障害児通園施設（北但広域療育センター、エスポワールこじか）の運営費を負担する

［児童手当費］ 228,085 237,695 △ 9,610 福祉課 84 頁

中学校修了までの児童を養育している保護者に対し、児童一人につき月額15,000円、ま

たは10,000円を支給する　（ただし、所得制限以上の保護者には、一人5,000円）

［障害児通所給付費負担金事業費］ 27,759 28,246 △ 487 福祉課 84 頁

児童福祉法に基づき、療育の必要な18歳未満の子どもに提供された児童相談支援・児童

発達支援サービスにかかる経費を負担する（北但広域療育センター、エスポワールこじ

か、フルール・みかた等）

［乳幼児等医療費助成事業費］ 41,015 41,142 △ 127 健康課 84 頁

乳幼児等（小学校３年生まで）の医療費の一部負担金を無料化する

［こども医療費助成事業費］ 32,130 30,464 1,666 健康課 84 頁

こども（小学４年生～高校３年生世代）の医療費の一部負担金を無料化する

［保育所運営費］ 299,961 334,070 △ 34,109 こども教育課 85 頁

私立保育園及び広域入所保育園等に対し、園児数や年齢に応じて、子ども・子育て支援

法に基づく運営費用を支払う

すべての所得階層の保育料を、国基準の５割まで軽減する

［保育所運営支援事業費］ 10,517 19,521 △ 9,004 こども教育課 85 頁

多様化する保育ニーズに対応するため、町内民営保育所（園）に対して支援を行う

・延長保育事業補助金（保育の時間延長に対する補助）

・障害児保育事業補助金（障害児受け入れに対する補助）　等

［多子世帯保育料軽減事業費］ 3,090 2,694 396 こども教育課 85 頁

第２子以降の保育料を軽減し、子どもを生みやすい環境づくりを進める

［病児保育事業費］ 新規 10,760 0 10,760 こども教育課 85 頁

病気になった児童を病院・保育所等において一時的に保育し、保護者の子育てと就労の 概_1

両立を支援する

［母子家庭等医療費給付事業費］ 2,549 2,157 392 健康課 86 頁

母子・父子家庭等の医療費の一部を助成する

［保育所施設整備事業費］ 新規 * 191,000 0 191,000 こども教育課 89 頁

村岡区内で新たに保育所を整備する民間保育所（園）に対して支援を行う 概_2

柴山保育所の改修工事を行う（プール及びフェンスの改修等）
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　事業の名称（総合計画・前期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 平成30年度 平成29年度 比較増減 所　管 予算書

(1) ① ［子育て・子育ち支援センター費］ 15,891 16,488 △ 597 こども教育課 89 頁

子育て親子の交流等を支援することにより、保護者の子育てに関する不安を緩和し、子

どもの健やかな育ちを促進する

［放課後児童健全育成事業費］ 拡充 57,997 37,322 20,675 こども教育課 90 頁

昼間保護者のいない家庭の児童を放課後に預かり、児童の健全育成と子育て家庭の就労

支援を行う

【新規開設】　スマイルおくさづ、スマイルさづ、スマイルあまるべ

概_3

［児童公園整備事業費］ 新規 10,000 0 10,000 こども教育課 91 頁

村岡区内に開設する保育園に隣接し、児童公園を整備する

芝生広場、大型遊具を設置する

概_4

［子育て世代包括支援センター事業費］ 2,395 1,928 467 健康課 95 頁

・妊娠期から出産・子育て期にわたる母子保健や育児に関する総合的相談支援を提供す

るワンストップ拠点として子育て世代包括支援センターを運営する

・産後ケア事業（宿泊型、訪問型）

・産前産後ヘルパー派遣事業

②学校教育の充実 596,271 497,746 98,525

ⅰ）小学校

［小学校施設営繕事業費］ 17,664 16,495 1,169 教育総務課 162 頁

児童の学習環境の改善と安全性の確保を目的とし、学校施設を適切に管理する

［校外活動推進費］ 705 801 △ 96 教育総務課 163 頁

心身ともに健全な育成を図るため、児童の各種大会等への参加を奨励する

［小学校コンピュータ整備事業費］ 30,974 30,883 91 教育総務課 163 頁

教育の情報化に対応した学校教育の実現に必要な機器等の整備並びに維持管理を行う

［(目)教育振興費／一般経常費］ 29,678 28,944 734 教育総務課 163 頁

・スクールアシスタント及び介助員を各学校に配置し、学校生活への適応支援を行う

・学校間スーパー連携チャレンジプランを実施する

［遠距離通学児童援助費］ 5,730 5,458 272 教育総務課 164 頁

遠距離通学する児童に対する通学費を補助する

［理科教育等設備整備事業費］ 1,451 1,501 △ 50 こども教育課 164 頁

新学習指導要領に適応した理科、算数設備の充実を図る

［小学校体験活動事業費］ 4,794 4,794 0 こども教育課 164 頁

自然学校及び環境体験事業を実施する

［小学校施設整備事業費］ 4,280 16,421 △ 12,141 教育総務課 165 頁

余部小学校多目的室及び小代小学校特別支援学級に空調設備を新設する

［柴山小学校整備事業費］ 新規 8,600 0 8,600 教育総務課 165 頁

柴山小学校校舎の大規模改修に向けた実施設計を行う

［長井小学校整備事業費］ 新規 56,160 0 56,160 教育総務課 165 頁

長井小学校校舎の改修工事を行う 概_5

つづき
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　事業の名称（総合計画・前期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 平成30年度 平成29年度 比較増減 所　管 予算書

ⅱ）中学校

(1) ② ［外国青年招致事業費］ 拡充 17,453 12,890 4,563 教育総務課 151 頁

外国語指導助手５名を配置し、英語教育の充実を図る

【拡充】小学校の外国語活動の教科化に対応するため、外国語指導助手を２名増員し５

名に拡充

［中学校施設営繕事業費］ 14,240 10,422 3,818 教育総務課 171 頁

生徒の学習環境の改善と安全性の確保を目的とし、学校施設を適切に管理する

［部活動等推進費］ 12,684 12,054 630 教育総務課 171 頁

心身ともに健全な育成を図るため、生徒の各種大会等への参加を奨励する

［中学校コンピュータ整備事業費］ 15,663 15,572 91 教育総務課 171 頁

教育の情報化に対応した学校教育の実現に必要な機器等の維持管理を行う

［(目)教育振興費／一般経常費］ 10,531 12,092 △ 1,561 教育総務課 172 頁

スクールアシスタント及び介助員を各学校に配置し、学校生活への適応支援を行う

［遠距離通学生徒援助費］ 8,997 9,980 △ 983 教育総務課 172 頁

遠距離通学する生徒に対する通学費を補助する

［理科教育等設備整備事業費］ 4,966 4,895 71 こども教育課 172 頁

新学習指導要領に適応した理科、数学設備の充実を図る

［トライやるウィーク推進事業費］ 2,100 1,500 600 こども教育課 172 頁

地域での体験活動を通して「心の教育」を推進し、中学生に「生きる力」を育成する

［スクールソーシャルワーカー配置事業費］ 新規 1,531 0 1,531 こども教育課 173 頁

学校と福祉機関とのネットワークや学校内におけるチーム体制の構築を行い、保護者へ

の支援や課題をかかえる児童生徒が置かれた環境に働きかけるなど、福祉的な視点から

学校の支援を行う専門的職員をすべての中学校に配置する

［香住第二中学校整備事業費］ 156,190 5,700 150,490 教育総務課 173 頁

香住第二中学校体育館の大規模改修工事を行う 概_6

【完了】［村岡中学校整備事業費］ 0 102,060 △ 102,060 教育総務課

ⅲ）幼稚園

［幼稚園施設営繕事業費］ 6,918 5,824 1,094 教育総務課 180 頁

園児の保育環境の改善と安全性の確保を目的とし、幼稚園施設を適切に管理する

［幼稚園一時預かり事業費］ 改編 9,692 20,682 △ 10,990 こども教育課 181 頁

幼稚園において教育時間後や土曜日・長期休業日に、家庭での保育が困難な園児を対象

として預かり保育を実施する（香住、村岡小学校区以外は、放課後児童クラブと統合す

る）

［幼稚園施設整備事業費］ 7,490 0 7,490 教育総務課 181 頁

柴山幼稚園保育室に空調設備を新設する

余部幼稚園保育室等のサッシを更新する

ⅳ）その他

［(目)事務局費／一般経常費］≪一部・補助金≫ 15,160 16,800 △ 1,640 教育総務課 151 頁

・高等学校生徒下宿費補助金（３学年、３８名）

つづき
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　事業の名称（総合計画・前期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 平成30年度 平成29年度 比較増減 所　管 予算書

(1) ② ［教育相談センター運営費］ 3,899 3,899 0 こども教育課 152 頁

不登校等の問題を抱える児童生徒及び保護者への教育相談・カウンセリングを行う

［（目）学校給食費／一般経常費］ 144,914 154,435 △ 9,521 教育総務課 203 頁

学校給食センターの適切な管理運営を行い、学校給食を実施する

［ふるさと給食推進事業費］ 3,807 3,644 163 教育総務課 205 頁

地元食材の学校給食への利用促進、食育の充実を図る

③次代を担う青少年の育成 2,046 2,039 7

［ひょうご放課後プラン事業費］ 2,046 2,039 7 生涯学習課 183 頁

子どもたちが放課後に学校の空き教室や地区公民館で行う集団活動を通じ、体験・交流

の場を提供する

(2) 生涯を通じ学びあうまち 70,530 189,032 △ 118,502

①生涯学習の推進 20,145 170,442 △ 150,297

［香住区公民館事業費］ 4,414 4,610 △ 196 生涯学習課 188 頁

［村岡区公民館事業費］ 1,915 1,964 △ 49 生涯学習課 189 頁

［小代区地域連携センター事業費］ 509 509 0 生涯学習課 189 頁

［図書事業費］ 6,707 7,359 △ 652 生涯学習課 189 頁

２中央公民館、１０地区公民館で公民館講座、ふるさと語り部講座、文化祭、各種学習

会、講演会、図書事業などを開催し、町民の生涯学習に応え、併せて地域コミュニティ

を育成する

［公民館施設整備事業費］ 6,600 156,000 △ 149,400 生涯学習課 191 頁

香住区中央公民館エレベータ安全対策工事、その他地区公民館の修繕工事を行う

②スポーツの推進 50,385 18,590 31,795

［(目)保健体育総務費／一般経常費］ 7,101 7,184 △ 83 生涯学習課 195 頁

町体育協会、選手派遣の助成及び各種イベントへの補助を行う

・兵庫県雪合戦大会実施補助金　・みかた残酷マラソン全国大会実施補助金

・ダブルフルウルトラランニング実施補助金

・香住・ジオパークフルマラソン大会補助金

［スポーツ推進委員費］ 2,818 2,751 67 生涯学習課 196 頁

［スポーツ振興費］ 3,326 3,895 △ 569 生涯学習課 196 頁

「継続できる生涯スポーツへの参加」のためのスポーツイベントを開催する

［東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプ招致推進事業費］ 1,117 419 698 生涯学習課 197 頁

事前キャンプ招致推進委員会の開催、トップセールス、アスリート目線により香美町で

事前キャンプする必要性を考えた活動を展開するとともに相手国と友好関係を深める

［ワールドマスターズゲームズ受入事業費］ 852 1,073 △ 221 生涯学習課 197 頁

大会運営委員会の開催、外国人選手等の受け入れ体制整備、イベント等によるワールド

マスターズゲームズの普及と県大会等の誘致等に取り組む

［体育施設整備事業費］ 35,171 3,268 31,903 生涯学習課 199 頁

香住Ｂ＆Ｇ海洋センター改修工事、村岡体育館修繕工事、おじろドーム修繕工事、その

他体育施設の修繕等管理を行う

概_7

つづき
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　事業の名称（総合計画・前期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 平成30年度 平成29年度 比較増減 所　管 予算書

(3) 文化を育み創るまち 43,387 12,944 30,443

①芸術文化活動の推進 42,169 5,894 36,275

［文化ホール事業費］ 5,729 5,894 △ 165 生涯学習課 190 頁

文化ホールを利用してコンサート等親しみやすく芸術性豊かな事業を実施する

・ピアノ・コンサート事業、講演会、映画鑑賞会等

［香住文化会館整備事業費］ 新規 36,440 0 36,440 生涯学習課 195 頁

老朽化が進み、耐震強度にも不安のある香住文化会館を建替え整備するため、実施設計

を行う

②文化財の保護活用 1,218 7,050 △ 5,832

［歴史文化遺産活性化事業費］ 1,218 7,050 △ 5,832 生涯学習課 192 頁

歴史文化基本構想報告書の印刷、三番叟ポスター作成、大乗寺所蔵書籍等悉皆調査を行

う

「１」　計 1,652,587 1,460,418 192,169

２．若者がいきいきと働くまち （単位：千円）

　事業の名称（総合計画・前期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 平成30年度 平成29年度 比較増減 所　管 予算書

(1) 次代へつなぐ農林水産業を振興するまち 418,846 388,861 29,985

［地域おこし協力隊活動事業費］ 拡充 27,063 24,319 2,744 企画課 56 頁

「地域おこし協力隊員」として都市住民を受入れ、地域ブランドや地場産品の開発・販

売・ＰＲ等の地域おこしの支援や、農林水産業の振興、移住定住のサポートなどを行う

ことと併せて、地域への定住・定着を図る

概_8

①農業の振興 208,598 200,745 7,853

［中山間地域等直接支払事業費］ 77,777 77,767 10 農林水産課 108 頁

中山間地域等の条件不利地における耕作放棄を防止するため、集落協定締結により、5

年以上継続して農地の保全活動を実践する集落に対して交付金を交付する

（第4期対策の4年目）

［町単農業振興対策事業費］ 4,304 4,800 △ 496 農林水産課 108 頁

担い手となる農業組織や認定農業者の育成・確保のための支援を行う

・有機の里推進対策事業費補助金（袋堆肥・バラ堆肥の販売・散布補助）

・梨生産振興事業補助金　等

・集落営農拡大事業補助金（集落営農組織・認定農業者・ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ組織）

［環境保全型農業直接支払交付金事業費］ 6,015 8,989 △ 2,974 農林水産課 109 頁

化学肥料の5割低減等、環境保全効果の高い営農活動を行う農業者グループに対し、

国・県・町が交付金を交付する（負担割合、国1/2：県1/4：町1/4）

有機農業、冬期湛水：8,000円/10a　堆肥の施用：4,400円/10a

中干延期：3,000円/10a

. .

［新規就農・経営継承総合支援事業費］ 4,500 5,250 △ 750 農林水産課 109 頁

人･農地プランに位置づけられた４５歳未満の新規就農者へ給付金を支払う

就農者150万円×3人　（給付総額／年間150万円×5年間＝750万円）
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　事業の名称（総合計画・前期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 平成30年度 平成29年度 比較増減 所　管 予算書

(1) ① ［多面的機能支払事業費］ 26,053 25,958 95 農林水産課 110 頁

農業・農村の有する多面的機能の維持を図るため、農業者等で構成する活動組織が共同

で行う農地・農業用水路等の保全に取り組む地域活動を支援する

［地域特産物販路拡大事業費］ 531 0 531 農林水産課 111 頁

二十世紀梨をはじめとする「香住梨」や新品種梨「なしおとめ」のＰＲ及び販路拡大に

取組むことにより、他産地との競争力強化や梨産地の活性化を図る。

［(目)農地費・一般経常費］≪一部・補助金≫ 2,035 2,530 △ 495 農林水産課 114 頁

土地基盤整備事業補助金～団体が行う農業用施設整備に対し補助をする

［農業水利施設保全合理化事業費］ 24,000 15,000 9,000 農林水産課 114 頁

香住区長井地区にある椎ｹ渕井堰、浅井井堰及び村岡区にある大糠井堰と各用水路の水

管理の合理化及び省力化整備に係る地域の諸条件等について調査を行い、施設の整備に

必要な計画を策定する

［農村地域防災減災事業費］ 新規 1,000 0 1,000 農林水産課 115 頁

かんがい受益面積0.5ha以上～2.0ha未満の小規模なため池12池について、定期点検を実

施する。

［地域用水環境整備事業費］ 10,500 4,000 6,500 農林水産課 115 頁

矢田川の遡上困難な井堰魚道5箇所（亀居・八原・中島・丹戸・広井）を魚が遡上でき

るよう改修する

八原井堰魚道工事 1式　中島井堰魚道工事 1式

［有害鳥獣対策費］ 51,883 56,451 △ 4,568 農林水産課 117 頁

・有害鳥獣の捕獲事業（止めさし報償費、捕獲委託料等）

・有害鳥獣被害対策補助金（電気柵、パワーユニット、ワイヤーメッシュ柵等）

・鳥獣被害防止総合対策事業

・狩猟免許取得者確保対策事業補助金

・くくり罠導入奨励事業補助金

②但馬牛ブランドの確立 80,629 33,373 47,256

［畜産振興対策事業費］ 9,745 8,745 1,000 農林水産課 112 頁

・牛肉の地元消費への支援（学校給食の賄材料）

・子牛品評会出品対策事業費補助金

・優良肉用雌牛保留対策事業費補助金

【新規】「美方郡産但馬牛」世界・日本農業遺産推進協議会負担金 概_9

　優れた資質と品位を併せ持つ美方郡産但馬牛を造りあげた、育種改良技術を日本農業

遺産の申請・認定を目指す。

［小代堆肥センター運営費］ 1,330 5,779 △ 4,449 小代地域局 112 頁

小代堆肥センターの管理運営を指定管理により行う

［村岡有機センター運営費］ 3,849 6,393 △ 2,544 村岡地域局 113 頁

村岡有機センターの管理運営を指定管理により行う

堆肥袋詰機の修繕を実施する

［和牛センター管理費］ 3,858 359 3,499 小代地域局 113 頁

和牛センターの維持管理を行う

佐坊和牛センターの修繕工事を行う

つづき
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　事業の名称（総合計画・前期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 平成30年度 平成29年度 比較増減 所　管 予算書

(1) ② ［但馬食肉センター整備事業費］ 61,847 12,097 49,750 農林水産課 114 頁

朝来市食肉センターの老朽化にともない、衛生基準に適合した施設に改修し、食肉の安

心・安全を図り、「但馬牛」のブランド力の向上を行なう

概_10

③林業の振興 71,429 90,395 △ 18,966

［林業振興費・一般経常費］ 5,351 8,180 △ 2,829 農林水産課 117 頁

森林を有効に利活用するための作業道開設補助等を行う

［松喰虫防除推進事業費］ 2,466 7,478 △ 5,012 農林水産課 118 頁

松林の松枯れ防止、被害拡大防止のための伐倒駆除を行う

［森林整備地域活動支援事業費］ 10,600 7,464 3,136 農林水産課 118 頁

施業団地の集約化、境界の明確化及び既存路網の改良等の活動を支援する

［災害に強い森づくり推進費］ 33,790 48,014 △ 14,224 農林水産課 118 頁

・急傾斜地の防災機能向上のための間伐材を利用した森林整備を推進する

・針葉樹林と広葉樹林との混交林及び民家周辺の里山林の整備を行なう

・作業歩道の整備を推進する

［森林管理１００％作戦推進事業費］ 18,522 19,259 △ 737 農林水産課 119 頁

森林経営計画策定森林での造林補助事業に対し補助を行う

・26年生から60年生までの人工林の間伐を行う

・作業道開設事業

［水源環境林整備事業費］ 新規 700 0 700 農林水産課 119 頁

森林整備センターの実施する水源林造成事業に対し、一部費用を負担することにより、

当該地域における公益的機能の維持・向上等を図る

④漁業の振興 3,200 10,270 △ 7,070

［水産増養殖対策事業費］ 3,200 3,270 △ 70 農林水産課 121 頁

・矢田川漁協が実施するアユの放流事業に対する補助

・ヒラメの種苗中間育成、放流事業に対する補助

・但馬漁協が実施するアワビ・サザエの種苗放流事業に対する補助

【完了】［漁港漁場機能高度化事業費］ 0 7,000 △ 7,000 建設課

⑤水産加工業の振興 26,827 28,750 △ 1,923

［水産業振興事業費］ 26,827 28,750 △ 1,923 農林水産課 121 頁

・魚食普及促進条例の推進事業

　（ととの日普及啓発、お魚料理教室の開催、学校給食への食材提供）

・水産物の販売促進のためのＰＲ事業に対する補助

・漁船取得資金、施設整備資金、加工用原材料購入資金等に対する利子補給

・廃発泡スチロール処分のための補助

・漁獲共済制度、漁業経営セーフティネット制度への加入促進のための補助

・水産加工業経営安定化支援事業補助金（魚類等残さい処理、資材高騰対策）

つづき
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　事業の名称（総合計画・前期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 平成30年度 平成29年度 比較増減 所　管 予算書

⑥６次産業化の推進 1,100 1,009 91

［６次産業化推進事業費］ 1,100 1,009 91 農林水産課 125 頁

第１次産業(農林水産業)と第２次産業(製造業)と第３次産業(販売業、観光業)が連携し

て、地域資源の価値を高め、所得の向上を図る６次産業化を推進する

・ものづくり支援事業補助金 観光商工課

町内事業者や第1次産業従事者が地域資源や技術などを活用し、新たな商品開発による

販売促進・販路拡大を図ることで事業所の振興、事業従事者の所得向上を図る

(2) 地域資源を生かし観光商工業を振興するまち 365,294 710,942 △ 345,648

①商工業の振興 65,236 68,353 △ 3,117

［(目)商工業振興費／一般経常費］ 15,521 15,689 △ 168 観光商工課 124 頁

商店や地場産業を中心とする中小企業に対して支援を行うとともに、商工会の運営及び

活動に対して補助を行い、商工業の振興を図る

・但馬産業フェア2018事業負担金

・企業ガイドブックの作成

・各種イベント等への補助

・産業連携活性化交付金委託料

［中小企業者向融資事業費］ 33,000 33,000 0 観光商工課 125 頁

中小企業への低利融資を行い、資金運用の円滑化を図り、産業振興に寄与する

［地域しごと支援事業費］ 7,610 7,972 △ 362 観光商工課 125 頁

事業所の抱える課題を解決し、新たな振興策をもって経営の安定を図る 概_11

・起業創業及び事業継承にかかるセミナ－、個別指導を行うとともに、新たな事業展開

をめざす事業者の資金調達を支援する

・地域産業活性化人材育成支援事業補助金

・創業支援事業計画委託料

・事業承継推進事業委託料

・クラウドファンディング事業委託料

【新規】社員住宅改修費補助金

人材確保の観点から空家等を活用し、新たに従業員用の社宅として使用するために必要

となる改修経費等を補助することで、さらなる事業所の経営安定を図る

 [商工振興事業費] 9,105 11,692 △ 2,587 観光商工課 125 頁

地域での新たな創業や事業拡大に対して支援を行うとともに、地域資源の販路拡大に向

けた取り組みを行うことで町内事業所の振興を図る

概_12

・起業・創業支援事業補助金

・工場等設置奨励金

・干物料理コンテスト委託料
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　事業の名称（総合計画・前期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 平成30年度 平成29年度 比較増減 所　管 予算書

②観光業の振興 289,925 632,279 △ 342,354

［観光振興費］ 37,419 48,787 △ 11,368 観光商工課 127 頁

・各観光協会の運営費及び観光行事の実施に対し補助を行う

　（各かにまつり、但馬牛食まつり、スキ－場ＰＲキャラバン等）

・各種観光ＰＲ印刷物の作成や広告媒体でのＰＲ活動を行う

・外国語版観光ホームページの管理、外国人観光客の動向の調査分析を行う

・香美町観光振興計画の検証、見直しを行う

・麒麟のまち観光局（地域連携ＤＭＯ）による誘客推進を行う

［観光交流事業費］ 9,850 10,350 △ 500 観光商工課 129 頁

・門真、尼崎、吹田市など友好交流都市の各種イベントへの参加

・第４１回香住ふるさとまつりの実施　ほか

［道の駅運営事業費］ 22,526 14,069 8,457 観光商工課 129 頁

・町内４ヶ所の「道の駅」を連携強化し、特色のある地域振興策を展開する

　（村岡ファームガーデン、ハチ北、あゆの里矢田川、あまるべ）

・道の駅あまるべ第２駐車場の整備を行う

［ジオパークと海の文化館運営事業費］ 16,370 17,378 △ 1,008 観光商工課 131 頁

・山陰海岸ジオパークを始めとする観光情報を発信することにより、自然学校や観光客

の受入れ推進の拠点として施設の管理運営を行う

・ユネスコ世界ジオパーク再認定に向け英語版ホームページを整備する

［但馬高原植物園管理運営費］ 2,084 3,292 △ 1,208 村岡地域局 133 頁

施設の管理運営を指定管理により行う

園内の木橋の架替工事を実施する

［温泉保養館費］ 24,259 18,183 6,076 小代地域局 135 頁

温泉保養館「おじろん」の維持管理を指定管理者により行う

老朽化している源泉ろ過水機取替工事を行う

［観光開発整備事業費］ 61,000 12,206 48,794 観光商工課 135 頁

・小代ゴンドラリフト索道用保安通信設備更新工事等を行う 概_13

・老朽化した観光看板の撤去及びリニューアルを行う

・香住温泉地域の街路灯整備事業に対し補助を行う

［香美町役場神戸営業所事業費］ 3,423 3,337 86 観光商工課 136 頁

・香美町カニフェスタ、香美町食材ホテルフェアなどにより知名度アップを図る

・観光振興ポスター、ブックカバー広告により香美町の知名度アップを図る

【完了】［今子浦ファミリーパーク整備事業費］ 0 11,000 △ 11,000 観光商工課 137 頁

【完了】［余部鉄橋保存活用事業費］ 0 377,715 △ 377,715 観光商工課 138 頁

［兎和野高原野外教育センター管理運営費］ 104,949 107,564 △ 2,615 村岡地域局 199 頁

県から指定管理を受託し、「兎和野高原野外教育センター」及び「木の殿堂」の管理運

営を行う

［兎和野高原野外教育センター事業費］ 8,045 8,398 △ 353 村岡地域局 202 頁

・兎和野高原野外教育センターの事業（グランドゴルフ大会、スキー教室等）

・木の殿堂の事業（各種組み木教室、企画展等）
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　事業の名称（総合計画・前期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 平成30年度 平成29年度 比較増減 所　管 予算書

③雇用対策の推進 10,133 10,310 △ 177

［(目)労働諸費／一般経常費］ 2,380 2,557 △ 177 観光商工課 105 頁

・新規学卒者、ＵＩターン希望者に対する企業紹介

・雇用奨励金（企業立地促進条例に基づく指定企業に対する雇用奨励金）

［シルバー人材センター運営事業費］ 7,753 7,753 0 観光商工課 105 頁

シルバー人材センターの育成を通じ、高齢者の雇用促進を図り、高齢者の生きがいづく

りを推進する（美方郡広域シルバー人材センター運営事業費への支援）

「２」　計 784,140 1,099,803 △ 315,663

３．みんなが安心して暮らせる健康長寿のまち （単位：千円）

　事業の名称（総合計画・前期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 平成30年度 平成29年度 比較増減 所　管 予算書

(1) 健やかに暮らせるまち 741,192 765,732 △ 24,540

①健康づくりの推進 112,786 106,188 6,598

［母子保健対策費］ 14,402 14,933 △ 531 健康課 93 頁

妊娠・出産・育児における健康を保持増進し、加えて経済的負担を軽減し子育てを支援

する

・小児救急医療電話相談窓口運営費負担金

・妊産婦健康診査費助成

・特定不妊治療の受診者に対する助成

・不育症治療の受診者に対する助成

・新生児聴覚検査費助成

［保健衛生施設整備事業費］ 11,200 0 11,200 健康課 95 頁

小代保健センターの長寿命化のため、屋上・外壁等を改修する

［健康増進事業費］ 47,396 48,633 △ 1,237 健康課 95 頁

・特定健診対象外の健診、各種がん検診、腹部エコー検診を実施する

・節目年齢を対象に肝炎ウィルス検診を無料実施する

・健康増進プログラムによる健康アドバイス、食事・運動・休養指導の充実による健康

づくり、心の健康と歯の健康づくり等、生活習慣病予防と重症化防止を行う

・健幸ポイント事業を通年実施する

［予防接種費］ 36,241 38,686 △ 2,445 健康課 96 頁

○定期予防接種を実施する

・乳幼児対象：ポリオ・ＢＣＧ・麻しん・風しん・四種混合・ヒブ・小児用肺炎球菌・

水痘・Ｂ型肝炎

・３歳以上20歳未満対象：日本脳炎

・小学６年生対象：二種混合

・高齢者（65歳以上）対象：インフルエンザ・肺炎球菌
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　事業の名称（総合計画・前期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 平成30年度 平成29年度 比較増減 所　管 予算書

(1) ① ［がん検診推進事業費］ 3,547 3,936 △ 389 健康課 97 頁

町が実施する検診において、40･50･60歳を対象に大腸・胃・肺・乳がんの無料検診、

20･25･30･40･50･60歳を対象に子宮頸がんの無料検診を実施する

個別の受診勧奨・再勧奨を実施し受診率の向上をめざす

②医療環境の充実 628,406 659,544 △ 31,138

［国保特別会計事業勘定繰出金費］ 149,269 159,876 △ 10,607 財政課 76 頁

国保特別会計事業勘定に対する繰出金

［公立八鹿病院組合負担金事業費］ 83,167 74,500 8,667 健康課 94 頁

公立八鹿病院組合に対する負担金

［地域医療対策費］ 6,058 6,230 △ 172 健康課 94 頁

・地域医療への住民理解と関心を高める取り組みとして地域医療講座を開催する

・地域医療体制整備に係る医師招へい対策を推進する

・ドクターカー運行事業に取り組み、救急医療体制の充実を図る

・但馬こうのとり周産期医療センターにおける医師等確保対策事業に取り組む

［国保特別会計診療施設勘定繰出金費］ 48,752 39,279 9,473 財政課 95 頁

国保特別会計診療施設勘定（佐津、兎塚・川会、小代）に対する繰出金

［公立香住病院事業企業会計繰出金費］ 341,160 379,659 △ 38,499 財政課 95 頁

公立香住病院事業企業会計に対する繰出金

(2) 認め合い支えあうまち 1,401,137 1,436,064 △ 34,927

①地域福祉の推進 52,156 53,856 △ 1,700

［民生委員児童委員費］ 7,456 7,456 0 福祉課 71 頁

自治会の内外で家庭や学校訪問など福祉全般にわたって地域福祉を担い、行政とのパイ

プ役となっている民生委員･児童委員の活動に助成する

［社会福祉協議会費］ 44,700 46,400 △ 1,700 福祉課 71 頁

社会福祉協議会事務局の運営費及びボランタリー活動の支援

②高齢者福祉の充実 858,879 909,931 △ 51,052

［(目)老人福祉費／一般経常費］≪一部・補助金≫ 2,873 2,871 2 福祉課 76 頁

自治区等が行う敬老会行事の一部を助成する。

［高齢期移行医療費助成事業費］ 5,404 4,798 606 健康課 77 頁

６５歳以上７０歳未満で、所得要件を満たす方、また日常生活動作が自立していないと

されている方（要介護２以上）の医療費の一部を助成する

［高齢者等住宅改造助成事業費］ 4,412 4,428 △ 16 福祉課 77 頁

要介護・要支援高齢者等が居宅のバリアフリ－化のために介護保険等の住宅改修とセッ

トで行う改修について、所得に応じた費用助成を行う

【廃止】［老人医療費助成事業費］ 0 1,122 △ 1,122 健康課

［老人クラブ活動等社会活動促進事業費］ 4,900 4,822 78 福祉課 77 頁

高齢者の生活を豊かなものにし、明るい長寿社会づくりのため、各老人クラブ及び町老

人クラブ連合会が行う社会活動等に助成する

つづき



12

　事業の名称（総合計画・前期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 平成30年度 平成29年度 比較増減 所　管 予算書

(2) ② ［老人クラブ活動強化推進事業費］ 4,320 4,224 96 福祉課 77 頁

各老人クラブが行う｢子育て支援事業｣や｢地域見守り活動｣及び「体操教室等の実施・普

及活動」に対し助成を行う

［老人保護措置費］ 25,613 22,805 2,808 福祉課 78 頁

自宅での生活が困難な６５歳以上の高齢者を老人福祉法の規定に基づき施設に入所措置

をし、その費用を支弁する

［緊急通報システム事業費］ 11,808 12,132 △ 324 福祉課 78 頁

一人暮らし高齢者等世帯の緊急時に適正に対応できる通信体制を確保するため、緊急通

報装置の保守管理を消防署に、機器のレンタル・設置を業者に行ってもらう

［高齢者等生活支援事業費］ 5,855 4,969 886 福祉課 78 頁

・外出支援サービス事業（車椅子使用者等の医療機関などへの通院・入退院送迎）

・介護タクシー利用給付事業（車椅子使用者等の介護タクシー利用を助成）

［生きがい活動支援通所事業費］ 24,817 15,319 9,498 福祉課 78 頁

高齢者を対象とした介護予防講座、生きがいづくり講座を香住高齢者ふれあい交流館、

または小代いこいの里で開催する

［後期高齢者医療事業費］ 254,759 254,669 90 健康課 79 頁

後期高齢者医療制度を運営する広域連合に対して負担金等を納付する

【単年度】［地域介護拠点整備事業費］ 0 45,589 △ 45,589 福祉課

［地域支え合い体制づくり事業費］ 1,485 273 1,212 福祉課 79 頁

災害時の要援護者支援のための台帳システム管理、高齢者等を地域で見守るネットワー

クの支援をする

［介護職員確保対策事業費］　 614 1,600 △ 986 福祉課 79 頁

介護の仕事に必要な資格取得のための研修受講料の一部助成、町内事業所への新規就業

者に対し３年間助成金の交付を予定する

［後期高齢者医療特別会計繰出金費］ 87,772 84,076 3,696 財政課 80 頁

後期高齢者医療保険事業特別会計に対する繰出金

［介護保険特別会計繰出金費］ 390,772 374,236 16,536 財政課 80 頁

介護保険事業特別会計に対する繰出金

［香住／村岡老人福祉センター費］ 8,186 46,602 △ 38,416 福祉課 81 頁

地域住民の各種相談に応じるとともに、高齢者等の健康及びレクリエーションの推進を

図る香住老人福祉センター、村岡老人福祉センターの管理運営を指定管理により行う

［香住高齢者生産活動センター費］ 1,943 1,884 59 福祉課 82 頁

高齢者等に陶芸品等の創作機会を提供することで、生きがいと社会参加を推進する場と

なる香住高齢者生産活動センターの管理運営を行う

［小代高齢者生活支援センター費］ 9,369 9,883 △ 514 福祉課 82 頁

高齢者の介護予防、生きがいづくり等の拠点である「小代いこいの里」の管理運営を指

定管理により行う

［村岡／小代生活支援ハウス費］ 13,977 13,629 348 福祉課 83 頁

一人暮らしや夫妻での独立生活に不安のある高齢者に共同の住まいや生活援助を提供し

ている村岡生活支援ハウス、小代生活支援ハウスの管理運営を指定管理等により行う

つづき
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　事業の名称（総合計画・前期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 平成30年度 平成29年度 比較増減 所　管 予算書

③障害者福祉の充実 490,102 472,277 17,825

［補装具給付費負担金事業費］ 3,649 4,204 △ 555 福祉課 70 頁

障害者・児の生活向上を目的に身体機能を補うための装具の交付・修理を行う

［高齢重度障害者医療費助成事業費］ 20,509 19,428 1,081 健康課 70 頁

６５歳以上の高齢重度障害者（身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ判定など）の医療

費の一部を助成する

［重度障害者医療費助成事業費］ 22,812 20,544 2,268 健康課 71 頁

重度障害者（身体障害者手帳１・２級、療養手帳Ａ判定等）の医療費の一部を助成する

［町福祉金費］ 8,401 8,794 △ 393 福祉課 72 頁

重度障害者、またはその扶養者に福祉金(月額1,600円。年度末に一括)を支給する

［障害者介護給付費負担金事業費］ 269,909 265,090 4,819 福祉課 72 頁

障害者総合支援法に基づき障害者（児）に提供された福祉サービス(生活支援部門)に係

る費用を負担する

［障害者訓練等給付負担金事業費］ 128,116 119,148 8,968 福祉課 73 頁

障害者総合支援法に基づき障害者に提供された就労支援及び共同生活援助部門に係る福

祉サ－ビス費用を負担する

［地域生活支援事業費］ 23,516 22,303 1,213 福祉課 73 頁

　障害者総合支援法に定められた国県補助事業として、障害のある人が、その有する能

力や適性に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援する

［障害者等社会活動促進事業費］ 新規 2,452 0 2,452 福祉課 74 頁

障害者、引きこもり者、生活困窮者等の就労支援、社会活動促進支援を図る 概_14

［障害者医療費負担金事業費］　 9,238 12,166 △ 2,928 福祉課 74 頁

障害者(児)が日常生活や職場に適応できるよう、身体機能障害を軽減し又は改善する医

療に対し給付を行う

［ユニバーサル社会づくり推進事業費］ 新規 1,000 0 1,000 福祉課 75 頁

香美町ユニバーサル社会づくり推進地区の運営及び事業プランの策定を行い、事業を実

施する

［障害者等日常生活支援事業費］　 500 600 △ 100 福祉課 75 頁

障害者が日常生活を送る上で必要な業務をシルバー人材センターを利用し行う場合の費

用に対し補助を行う

(3) 安心を支えるまち 11,808 12,051 △ 243

①防犯・交通安全の推進 8,490 8,799 △ 309

［交通安全対策事業費］ 4,809 4,809 0 59 頁

交通事故を防止し、誰もが安心して暮らせる環境をつくるため、交通安全施設の整備な

どを実施する

・道路反射鏡、ガードレール等の新設・更新 建設課

・交通安全協会補助金、新入園児・新小中１年生などへの交通安全用品の配布　等 防災安全課

［防犯事業費］ 3,681 3,990 △ 309 防災安全課 60 頁

防犯灯の維持管理、防犯カメラの設置、香住地区沿岸警備協力会・防犯協会に対する補

助を行う
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　事業の名称（総合計画・前期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 平成30年度 平成29年度 比較増減 所　管 予算書

②安全・安心な消費生活の推進 3,318 3,252 66

［消費者行政活性化事業費］ 3,318 3,252 66 町民課 126 頁

専門の消費生活相談員を配置し、県但馬消費生活センターやたじま消費者ホットライン

等の公的相談機関と連携した消費生活相談業務を行う

「３」　計 2,154,137 2,213,847 △ 59,710

４．みんなで創る魅力あるまち （単位：千円）

　事業の名称（総合計画・前期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 平成30年度 平成29年度 比較増減 所　管 予算書

(1) 災害に強いまち 878,789 612,095 266,694

①治山治水対策の推進 14,085 23,350 △ 9,265

［急傾斜地崩壊対策事業費］ 10,000 18,750 △ 8,750 建設課 137 頁

土砂災害を防止し、がけ地に隣接した場所に居住する住民の生命・財産を守るため、県

が実施する急傾斜地崩壊対策事業の事業費の一部を負担する

概_15

【継続】西、鎧 (3)、熊波(2)、市午(2)

［（目）河川総務費／一般経常費］ 4,085 4,600 △ 515 建設課 141 頁

集中豪雨や台風などによる被害を防ぐため、河川修繕工事を実施する

①宮脇川（上計） ②丹生地川・北谷川（丹生地） ③後山谷川（村岡区境）

④泥池川（大笹） ⑤地蔵川（城山）

②消防防災の推進 864,704 588,745 275,959

［電源立地地域対策事業費］ 20,639 20,219 420 防災安全課 61 頁

消防ポンプ自動車の整備　村岡特設第２分団（兎塚地区全域）

［住宅耐震化推進事業費］ 7,000 7,000 0 建設課 142 頁

住まいの耐震化事業に対し補助金を交付する

［常備消防費］ 378,885 388,957 △ 10,072 防災安全課 145 頁

美方郡広域事務組合消防事業負担金

高規格救急自動車整備負担金

［消防団運営費］ 100,483 84,880 15,603 防災安全課 145 頁

消防団の運営を行う

［(目)消防施設費／一般経常費］ 11,133 10,406 727 防災安全課 146 頁

消防施設の維持管理を行う

［消防施設整備費］ 14,849 43,531 △ 28,682 防災安全課 147 頁

・消防ホース乾燥塔新設／村岡第１分団（大字村岡、用野、鹿田、大糠、光陽） 概_16

・消火栓更新

　　香住区７基（一日市３基、西香住、間室、無南垣、奥安木）

　　村岡区４基（作山、味取、原２基）

・消火栓移設　村岡区１基（福岡）

・消防団用備品、消火栓用備品更新（ホース、管槍、格納箱等）
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　事業の名称（総合計画・前期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 平成30年度 平成29年度 比較増減 所　管 予算書

(1) ② ［(目)災害対策費／一般経常費］ 25,137 27,361 △ 2,224 防災安全課 147 頁

防災機器の維持管理　等

【新規】箇所別土砂災害危険度予測システムを導入する

１０ｍメッシュおよび土砂災害警戒区域ごとに危険度を判定することが可能になり、的

確な場所とタイミングで警戒情報を伝達できる

［応急対策費］ 2,178 2,391 △ 213 防災安全課 148 頁

台風等の災害に係る応急対策費用

［防災行政無線整備事業費］ 304,400 4,000 300,400 防災安全課 148 頁

香住区の防災行政無線をデジタル化する 概_17

(2) 利便性の高いまち 1,726,225 1,668,297 57,928

①道路網の整備 572,169 449,686 122,483

［山陰近畿自動車道早期完成促進大会事業費］ 新規 420 0 420 建設課 138 頁

「山陰近畿自動車道」の未整備区間である「佐津－豊岡」間の早期事業化を求めて「早

期事業化促進大会」を開催する

［(目)道路維持費／一般経常費］ 56,224 51,557 4,667 建設課 138 頁

小規模な側溝修繕、舗装修繕や（集中）豪雨等による崩壊土砂の撤去など、町道の日常

的な管理を行う

［除雪費］ 191,395 164,822 26,573 建設課 139 頁

冬期間の交通の安全を確保するため、機械除雪及び消雪装置により幹線道路、小中学校

通学路など、生活基幹道路の除雪を実施する

概_18

老朽化した除雪車両（小代区配備／11ｔ級）1台を更新する

［町道新設改良事業費（社会資本整備総合交付金分）］ 194,444 178,250 16,194 建設課 140 頁

住民生活の利便性と安定性を高めるため、道路施設の計画的な整備、改修を実施する 概_19

①黒田線〔黒田大橋〕他６橋　橋梁修繕測量設計

②佐津下岡線〔下岡橋〕他３橋　橋梁修繕工事

③余部御崎線他１路線　災害防除（測量設計・工事）

④無南垣訓谷線他１路線　通学路安全対策工事

⑤用野２号線　舗装修繕（測量調査・工事）

⑥橋梁定期点検　８７橋

［町道新設改良事業費（単独分）］ 129,686 55,057 74,629 建設課 140 頁

住民生活の利便性と安定性を高めるため、道路施設の計画的な整備、改修を実施する 概_20

①山手若松線他２路線　道路改良等（測量調査・工事）

②隼人西下岡線他２路線　舗装修繕（測量調査、工事）

③香住港湾線他３路線　側溝改良工事

②公共交通サービスの充実 167,291 89,658 77,633

［但馬空港利用促進費］ 4,733 4,786 △ 53 企画課 55 頁

個人利用、小学校社会見学利用等の航空運賃を助成することで、但馬空港の利用を促進

する

つづき
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　事業の名称（総合計画・前期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 平成30年度 平成29年度 比較増減 所　管 予算書

(2) ② ［地方バス等公共交通維持確保対策事業費］ 33,024 31,902 1,122 企画課 55 頁

民間乗合バス事業者による地方バス路線の維持確保のため運行経費を補助する

［町民バス運営事業費］（債務負担行為） 43,990 49,720 △ 5,730 企画課 55 頁

・路線バスの経路外の集落を結ぶ町民バスを運行

（村岡香住線､香住御崎線､畑香住線､射添線､兎塚線､小代線､相谷佐津線＜デマンド＞）

・豊岡市営バス運行経費の一部を負担（相谷竹野間）

・タクシー利用者（障害者）運賃助成

【拡充】タクシー利用者（高齢者運転免許証自主返納者）運賃助成

［香住駅周辺環境整備事業費］ 85,544 3,250 82,294 企画課 56 頁

交通結節機能を整理し利用者の利便向上を図るため、駅前広場改修工事を実施する 概_21

③生活環境の整備 29,377 129,355 △ 99,978

［火葬場管理費］ 7,403 7,015 388 町民課 98 頁

香住斎場の管理・運営を行う

［美方郡広域事務組合負担金事業費］ 14,974 13,340 1,634 町民課 99 頁

広域美方苑の運営経費を負担する

［公営住宅建設事業費］ 7,000 109,000 △ 102,000 建設課 142 頁

境町営住宅の耐震診断業務及び補強計画策定委託業務を実施する

④上下水道環境の整備 957,388 999,598 △ 42,210

［水道事業企業会計繰出金費］ 103,971 87,071 16,900 財政課 105 頁

簡易水道事業に対する繰出金

［下水道事業企業会計繰出金費］ 853,417 912,527 △ 59,110 財政課

【衛　 生 　費】　コミュニティプラント事業繰出金、個別排水処理事業繰出金 101 頁

【農林水産業費】　農業集落排水事業繰出金、小規模集合排水処理事業繰出金 115 頁

　　　　　　　　　漁業集落排水事業繰出金 122 頁

【土　 木 　費】　公共下水道事業繰出金、特定環境保全公共下水道事業繰出金 144 頁

「４」　計 2,605,014 2,280,392 324,622

５．地域の豊かな資源を生かすまち （単位：千円）

　事業の名称（総合計画・前期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 平成30年度 平成29年度 比較増減 所　管 予算書

(1) 自然と共生するまち 72,458 162,689 △ 90,231

①自然景観の保全 18,583 18,796 △ 213

［海岸漂着物地域対策推進事業費］ 2,000 2,000 0 町民課 99 頁

海岸における良好な景観及び環境を保全するため、海岸漂着物等の円滑な処理を行う

(1)町管理海岸(2)県港湾課管理海岸(3)県漁港課管理海岸の回収が困難な場所を船舶等

を利用して海岸漂着物を回収する

［香住港海岸美化対策事業費］ 5,000 5,000 0 建設課 123 頁

兵庫県（但馬水産事務所）が管理する第３種漁港である香住漁港区域内にある海岸保全

区域の美化対策事業を受託し、区域内の海岸美化に務める

※受託海岸：香住海岸、七日市海岸、矢田海岸、下浜海岸、今子海岸

つづき
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　事業の名称（総合計画・前期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 平成30年度 平成29年度 比較増減 所　管 予算書

(1) ① ［山陰海岸ジオパーク推進事業費］ 10,083 10,296 △ 213 観光商工課 128 頁

・ユネスコの正式事業として認定された「山陰海岸ジオパーク」を活かし、ジオパーク

の普及・推進及びガイド養成事業を実施する

概_22

・ＰＲ事業（パンフレット・コースマップ作成、ジオガイド養成講習会、ジオカヤック

指導者講習会・検定会、ジオパークウォーキング）　等

・ユネスコ世界ジオパーク再認定に向け取り組みを強化する

・山陰海岸ジオパークトレイル協議会参画により町内トレイルルートの整備を進める

［海岸美化対策事業費］ 1,500 1,500 0 建設課 143 頁

兵庫県（新温泉土木事務所）が管理する海岸保全区域の美化対策事業を受託し区域内の

海岸美化に務める

※受託海岸：浦上海岸、無南垣海岸、訓谷海岸、安木海岸

②まちの景観の保全・形成 53,875 143,893 △ 90,018

［香りの花づくり推進事業費］ 1,985 1,985 0 町民課 58 頁

花づくりグループへの花苗代等資材費の補助、香りの花フェスタの開催　等

［環境対策事業費］ 4,068 4,128 △ 60 町民課 99 頁

環境美化推進隊を中心に、町道等の除草、不法投棄防止パトロール等を実施

環境美化推進協議会に補助金を交付し、ごみ出しの適正化、地域の環境美化を推進する

［漂流・漂着ごみ処理施設整備事業費］（債務負担行為） 47,822 137,780 △ 89,958 町民課 104 頁

矢田川レインボー跡地に漂流・漂着ごみ処理施設を整備する 概_23

(2) 環境への責任を果たすまち 310,287 229,351 80,936

①循環型社会の構築 309,539 228,594 80,945

［ごみ減量化対策事業費］ 1,072 284 788 町民課 100 頁

資源循環型社会を構築するため、町民、事業者、行政の連携のもと一体となってごみの

３Ｒを推進する

【新規】生ごみ処理機購入補助金

［し尿収集費］ 2,818 4,880 △ 2,062 上下水道課 101 頁

し尿の収集を行う

［し尿処理費］ 11,833 11,355 478 上下水道課 101 頁

香住浄化センターでし尿及び浄化槽汚泥の処理を行う

［汚水処理施設整備事業費］ 89,570 44,253 45,317 上下水道課 102 頁

汚水処理施設共同整備事業の供用に伴い、廃止した矢田川クリーンセンター施設の解

体・撤去を行う

概_24

［ごみ収集費］ 82,730 86,535 △ 3,805 町民課 102 頁

ごみ収集・運搬、ごみ指定袋・カレンダーの作成、資源ごみ集団回収運動の奨励、ごみ

収納庫設置事業補助などを実施する

［ごみ処理費］ 121,516 81,287 40,229 町民課 103 頁

最終処分場及び浸出水処理施設の管理、運転

北但行政事務組合負担金～クリーンパーク北但の運営費に対する負担金

最終処分場第２工区改修工事

つづき
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　事業の名称（総合計画・前期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 平成30年度 平成29年度 比較増減 所　管 予算書

②低炭素社会への対応 748 757 △ 9

［バイオマス活用推進事業費］ 748 757 △ 9 農林水産課 119 頁

・バイオマス活用推進基本計画を推進する

・木の駅プロジェクト補助金

森林に放置されていた間伐材等を有効活用するための「木の駅プロジェクト」の運営を

香美町・新温泉町・北但西部森林組合の３団体で助成する

・薪ストーブ設置事業補助金として1件当たり最大で50,000円を補助する

(3) 住んでみたいまち住み続けたいまち 166,822 187,448 △ 20,626

①移住定住対策の推進 61,419 98,448 △ 37,029

［移住定住対策費］ 拡充 28,097 26,784 1,313 企画課 54 頁

移住支援対策による人口流出の抑制やＵＩターン者の増加による魅力ある豊かな暮らし

を創出し、町の活力の維持、向上を図る

概_25

【拡充】移住定住支援ウェブサイトに就労支援情報の開設

【新規】移住体験施設開設支援補助金

［ふるさとづくり事業費］ 33,322 71,664 △ 38,342 総務課 59 頁

ふるさと納税者に特産品を送付し交流を図る

②適正な土地利用の推進 105,403 89,000 16,403

［地籍調査事業費］ 105,403 89,000 16,403 農林水産課 115 頁

地籍調査を実施し、土地の明確化を図る。

・香住区：余部（御崎地区）の一部（換算面積：Ａ=0.93 km2）

・村岡区：寺河内、大糠、池ケ平の各一部（換算面積：Ａ＝1.17 km2）

・小代区：新屋、佐坊の各一部（換算面積：Ａ＝1.59 km2）

「５」　計 549,567 579,488 △ 29,921

６．協働によるまちづくりの推進 （単位：千円）

　事業の名称（総合計画・前期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 平成30年度 平成29年度 比較増減 所　管 予算書

(1) 協働で築かれるまち 154,534 109,091 45,443

①協働のまちづくりの推進 124,131 79,405 44,726

［地域振興対策費］ 122,350 78,452 43,898 57 頁

下浜区集会所整備事業　（債務負担行為） 概_26 企画課

区等集会所のバリアフリー化、大規模改修、耐震化、照明設備のＬＥＤ化等の集会所改

修に対し補助金の交付を行う

区等が実施する防犯カメラ設置事業に対し、補助を行う 防災安全課

区等が実施する防犯灯のLED化事業に対し、補助を行う

集会施設用地支援交付金として施設用地の借地にかかる固定資産税相当額を支援する 総務課

［地域コミュニティ活性化事業費］ 1,781 953 828 企画課 57 頁

小学校区などを単位とした地域コミュニティの活性化を推進するため、自ら考え行動す

る活動に対して助成を行うとともに新たな地域コミュニティ組織の構築に取り組む
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　事業の名称（総合計画・前期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 平成30年度 平成29年度 比較増減 所　管 予算書

②町民参加の推進 23,689 23,736 △ 47

［連合自治会費］ 23,689 23,736 △ 47 総務課 57 頁

行政事務の自治会への委託及び自治会活動の支援を行う

③男女共同参画の推進 25 25 0

［男女共同参画推進事業費］ 25 25 0 町民課 81 頁

男女共同参画の推進にかかる啓発等

④人権の尊重 6,689 5,925 764

［人権啓発事業費］ 1,910 1,934 △ 24 町民課 80 頁

人権が尊重される社会を目指し啓発活動を行う

［人権啓発推進委員会費］ 新規 505 0 505 町民課 81 頁

人権啓発推進指針を策定するため、人権啓発推進委員会に人権啓発のあり方について諮

問し、答申を得る

［(目)人権教育費］ 4,274 3,991 283 町民課 195 頁

人権教育啓発経費、町人権教育研究協議会補助金　等

「６」　計 154,534 109,091 45,443

７．経営的視点にたった行財政運営の推進 （単位：千円）

　事業の名称（総合計画・前期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 平成30年度 平成29年度 比較増減 所　管 予算書

(1) 経営的視点にたった行財政運営がなされるまち 2,930,868 2,477,199 453,669

①地域情報化の推進 235,050 201,718 33,332

［電算システム開発事業費］ 59,422 50,599 8,823 企画課 46 頁

各種電算システムの改修および維持管理を円滑に行い、住民サービスの向上を図る

［電算システム運営事業費］ 123,998 110,392 13,606 企画課 47 頁

行政情報の電子化を促進し、町民と行政の情報共有を図る

［地域イントラネット運営事業費］ 32,631 32,824 △ 193 企画課 48 頁

行政情報の電子化を促進し、町民と行政の情報共有を図る

［戸籍電算システム費］ 18,999 7,903 11,096 町民課 64 頁

戸籍及び戸籍の附票の記載事務及び戸籍証明等の発行業務を電算処理することにより戸

籍事務の効率化及び住民サービスの向上を図る

契約期間満了に伴う戸籍総合システムの機器及びソフトの更新

②開かれた町政の推進 4,307 3,240 1,067

［文書広報費］ 4,307 3,240 1,067 企画課 48 頁

広報誌を通じ、町民への町行政の取り組み等の周知を図る

③行政改革の推進 0 50,000 △ 50,000

【完了】［公共施設等管理基金費］（創設分） 0 50,000 △ 50,000 総務課

≪施設分類別個別施設計画の実施≫ - - - 総務課 -

公共施設等総合管理計画に基づき策定した、個別施設計画に定めた具体的な対応方針を

実施に移行させる取組みを進める

また、インフラ施設に係る個別施設計画を策定する
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　事業の名称（総合計画・前期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 平成30年度 平成29年度 比較増減 所　管 予算書

④健全な財政運営の推進 2,691,511 2,222,241 469,270

［減債基金費］ 116,548 187,597 △ 71,049 財政課 49 頁

1) 繰上償還の本来償還年度の元金相当額の積立

2) H33年度のじぎく債の償還のための基金の積立

［ふるさとづくり基金費］ 70,010 100,021 △ 30,011 財政課 49 頁

「ふるさと納税」制度による寄附金により基金を積み立てる

［町債元金償還費］　（通常分） 1,926,053 1,788,094 137,959 財政課 207 頁

［町債元金償還費］　（繰上償還分） 446,878 0 446,878 財政課

［町債利子償還費］　（通常分） 126,275 146,499 △ 20,224 財政課 207 頁

［公債諸費］ 5,747 30 5,717 財政課 207 頁

「７」　計 2,930,868 2,477,199 453,669

10,830,847 10,220,238 610,609

※ １　本表には、少額な経常的事業、人件費、施設の維持管理費用等政策的意味の少ない事業は掲載していません。

※ ２　「新規」及び「拡充」は、平成２９年度当初予算と平成３０年度当初予算の比較によります。

なお、補正予算等により前年度から事業化していたものについては「新規 *」、あるいは「拡充 *」と付記し区別しています。

【再掲】　平成３０年度　一般会計の主要な事業の一覧表　（項目別集計表） （単位：千円）

　事業の名称（総合計画・前期基本計画）　 平成30年度 平成29年度 比較増減

１．ふるさとを担う子どもを育むまち 1,652,587 1,460,418 192,169

２．若者がいきいきと働くまち 784,140 1,099,803 △ 315,663

３．みんなが安心して暮らせる健康長寿のまち 2,154,137 2,213,847 △ 59,710

４．みんなで創る魅力あるまち 2,605,014 2,280,392 324,622

５．地域の豊かな資源を生かすまち 549,567 579,488 △ 29,921

６．協働によるまちづくりの推進 154,534 109,091 45,443

７．経営的視点にたった行財政運営の推進 2,930,868 2,477,199 453,669

　　合　　計 10,830,847 10,220,238 610,609

※本表における予算額の計は、掲載事業分だけを集計したものであり、予算の総額とは異なっています。

合　計



№ 16161616 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 9

項 1

目 3

事業 2

細事業 11

基本方針 4 みんなで創る魅力あるまち

基本計画 1 災害に強いまち

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

2,000 344

【事業の目的】

消防施設等の適正な整備・更新を行い、消防力の充実・強化を図る。

【事業の概要】

・消防ホース乾燥塔新設／村岡第１分団（大字村岡、用野、鹿田、大糠、光陽） 2,000 千円

・消火栓更新、移設　　 3,410 千円

　【更新】

　　香住区７基（一日市３基、西香住、間室、無南垣、奥安木）

　　村岡区４基（作山、味取、原２基）

　【移設】

　　村岡区１基（福岡）

・消防団用備品、消火栓用備品更新　等 9,439 千円

※消防ポンプ自動車（村岡特設第２分団）は、電源立地地域対策事業費で整備

【主な財源】

消防団活性化事業費補助金 50 千円

消防施設整備事業債　［過疎対策事業債］ 2,000 千円

消防施設等整備事業費負担金 344 千円

△ 28,682

財源内訳

県支出金 一般財源

50 12,455

消防施設整備費

総合計画

予算額

本年度（Ｈ３０） 前年度（Ｈ２９） 増減

14,849 43,531

区分 消防施設費 区分

消防施設整備費

147

消防費 所管

消防費 防災安全課



№ 17171717 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 9

項 1

目 4

事業 ７

細事業 １１

基本方針 4 みんなで創る魅力あるまち

基本計画 1 災害に強いまち

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

286,400 2,900

【事業の目的】

香住区の防災行政無線をデジタル化し、情報の確実な伝達を目指す

【事業の概要】

香住区防災行政無線整備事業（2ヵ年） 598,000 千円

H30年度　300,000千円

　屋外拡声子局と、戸別受信機の一部を整備する

　・屋外拡声子局　２５局（新設１５局＋既設１０局）

　・屋外拡声再送信子局　１０局（新設６局＋既設４局）

　・全方位スピーカー（役場屋上）　１基

　・防災用スリムスピーカ２連　　

　・戸別受信機　　１，０００台

H31年度　298,000千円

　戸別受信機を整備する

　・戸別受信機　３，７５０台

香住区防災行政無線整備事業施工監理業務委託（２ヵ年） 6,400 千円

　整備工事の施工監理を行う

　H30年度　4,400千円

　H31年度　2,000千円

【主な財源】

防災行政無線整備事業債　［旧合併特例事業債］ 286,400 千円

個別受信機購入負担金 2,900 千円

300,400

財源内訳

県支出金 一般財源

15,100

防災行政無線整備事業費

総合計画

予算額

本年度（Ｈ３０） 前年度（Ｈ２９） 増減

304,400 4,000

区分 災害対策費 区分

防災行政無線整備事業費

148

消防費 所管

消防費 防災安全課



№ 8888 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 2

項 1

目 8

事業 9

細事業 －

基本方針 2 若者がいきいきと働くまち

基本計画 １ 次代へつなぐ農林水産業を振興するまち

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

【事業の目的】

　　「地域おこし協力隊員」として都市住民を受入れ、地域ブランドや地場産品の開発・販売・ＰＲ

等の地域おこしの支援や農林水産業の振興、移住定住のサポートなどを行うことと併せて、隊員

の定住・定着を図る。

【事業の概要】

地域おこし協力隊員 7名（新規1名＋継続6名）

１．隊員の報酬 16,728 千円

(1) 7人分の非常勤職員報酬

２．隊員の活動業務 10,335 千円

(1) 移住サポーター業務（空き家バンク運営）

(2) 移住サポーター業務（移住定住支援）（委託）【新】

(3) 高校支援教育コーディネーター業務（委託）

(4) 「日本で最も美しい村香美町小代」運営業務（委託）

(5) 木の駅プロジェクト業務（委託）

(6) 水産業振興・ＰＲ拡大業務（委託）

(7) 観光情報発信推進業務

【主な財源】

2,744

財源内訳

県支出金 一般財源

27,063

－

総合計画

予算額

本年度（Ｈ３０） 前年度（Ｈ２９） 増減

27,063 24,319

区分 自治振興費 区分

地域おこし協力隊活動事業費 拡充

56

総務費 所管

総務管理費 企画課



№ 21212121 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 2

項 1

目 7

事業 40

細事業 11

基本方針 4 みんなで創る魅力あるまち

基本計画 2 利便性の高いまち

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

78,700

【事業の目的】

【事業の概要】

１　 駅前広場改修工事費 80,000 千円

車道部分のエリア別カラー舗装、歩道改修、歩道部分への屋根設置等

２　 設計監理業務委託料 4,800 千円

改修工事に向けた実施設計及び駅機能を保持しながらの作業を安全・円滑に実施するため、

監理業務を委託する。

３　 調査業務委託料 700 千円

消雪利用を予定している既存水源の状況調査を委託する。

４　 その他事務費等 44 千円

ＪＲ福知山支社との協議に係る旅費

【主な財源】

香住駅周辺環境整備事業債　［旧合併特例事業債］ 78,700 千円

82,294

財源内訳

県支出金 一般財源

6,844

　町の玄関であるＪＲ香住駅及びその周辺の景観等をデザインし、可能となる改修を行うことに

より、駅周辺の環境整備を推進する。

　今年度は、交通結節機能を整理し利用者の利便向上を図るため、駅前広場改修設計及び工

事を実施する。

香住駅周辺環境整備事業費

総合計画

予算額

本年度（Ｈ３０） 前年度（Ｈ２９） 増減

85,544 3,250

区分 企画費 区分

香住駅周辺環境整備事業費

56

総務費 所管

総務管理費 企画課



№ 25252525 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 2

項 1

目 7

事業 7

細事業 11

基本方針 5

基本計画 3

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

3,052 2,100

【事業の目的】

移住相談窓口の設置や空き家バンク、移住定住支援ウェブサイトの運営等を通じて、流出した町

出身者や他地域からの移住希望者に対し広く情報提供を行うなど、移住支援対策による人口流出

の抑制やＵＩターン者の増加による魅力ある豊かな暮らしを創出し、町の活力の維持、向上を図る。

【事業の概要】

１．移住サポート支援

 　⑴　移住定住サポート業務 7,000 千円

 　　移住希望者や移住者へのサポート業務 

 　　香美町との関わりを創出するスタディーツアーの企画立案研修とツアー開催業務

 　⑵　移住促進支援補助金 150 千円

 　⑶　移住相談会等への参加旅費及び会場借上料等 981 千円

 　⑷　【新規】移住体験施設開設支援補助金 1,500 千円

２．移住定住支援ウェブサイトの運営 1,366 千円

　　【拡充】ウエブサイト保守管理及び就労支援情報の開設

３．空き家の利活用促進

 　⑴　住宅取得奨励金 4,400 千円

 　⑵　住宅改修費助成金 8,500 千円

 　⑶　商品券換金業務 400 千円

 　⑷　空き家利活用促進支援補助金 1,600 千円

４．シェアオフィス、サテライトオフィス等設置支援

 　⑴　ＩＣＴ関連オフィス等開設・設置支援事業補助金 2,200 千円

【主な財源】

地方創生推進交付金　［国庫補助金：補助率1/2］ 3,052 千円

ふるさとづくり基金繰入金 2,100 千円

財源内訳

県支出金 一般財源

22,945

予算額

本年度（Ｈ３０） 前年度（Ｈ２９） 増減

28,097 26,784 1,313

移住定住対策費

総合計画

地域の豊かな資源を生かすまち

住んでみたいまち住み続けたいまち

区分 企画費 区分

移住定住対策費 拡充

54

総務費 所管

総務管理費 企画課



№ 26262626 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 2

項 1

目 8

事業 3

細事業 11

基本方針 6

基本計画 1

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

64,400 48,996 7,840

【事業の目的】

区集会所の改築、区の実施する集会所等の修繕経費やＬＥＤ防犯灯整備等に対する助成を行うこと

で、自治会活動等の円滑な運営と地域コミュニティ活動の充実、防犯体制の強化を図る。

あわせて、地域の個性・資源を活用した地域活性化やまちづくりを行う団体等の活動・調査経費に対

する補助を行い、協働のまちづくりの推進を図る。

【事業の概要】

１．下浜区集会所整備事業　【平成29年度及び平成30年度の2ヶ年で実施】

　老朽化等による改築要望のある下浜区集会所の整備を行う。

支出予定額　〔債務負担行為〕 単位：千円

110,400 136,700

3,000 7,400

113,400 144,100

　■平成30年度支出見込み額

 　⑴　工事請負費 110,400 千円

 　⑵　設計監理委託料（工事監理業務） 3,000 千円

２．区集会所改修補助金 3,000 千円

３．防犯カメラ整備補助金  ＜防災安全課＞ 640 千円

４．防犯灯整備補助金  ＜防災安全課＞ 3,500 千円

５．まちづくり、地域づくり団体等補助金

 　⑴　日本で最も美しい村事業補助金  ＜小代地域局＞ 500 千円

 　⑵　小代渓谷まつり補助金  ＜小代地域局＞ 200 千円

６．集会施設用地支援交付金＜総務課＞ 1,076 千円

【主な財源】

区集会所整備事業債　［過疎対策事業債］ 64,400 千円

集会所整備事業分担金 48,996 千円

地域振興基金繰入金 7,840 千円

工事請負費 26,300

設計監理委託料 4,400

合計 30,700

財源内訳

県支出金 一般財源

1,114

平成29年度

支出（見込）額

平成30年度

支出予定額

合計

予算額

本年度（Ｈ３０） 前年度（Ｈ２９） 増減

122,350 78,452 43,898

地域振興対策費

総合計画

協働によるまちづくりの推進

協働で築かれるまち

区分 自治振興費 区分

地域振興対策費

総務費 所管

総務管理費 企画課

57



№ 23232323 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 4

項 2

目 3

事業 4

細事業 11

基本方針 5

基本計画 1

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

15,768 31,900

【事業の目的】

【事業の概要】

　事業期間　平成28年度～平成30年度

■漂流・漂着ごみ処理施設の概要

施設規模等 施設面積　322㎡（鉄骨造平屋建）

・貯留棟　251㎡　・・・　搬入物を分別し一時貯留

･前処理棟　71㎡　・・・　搬入物の前処理（裁断等）

■主な事業費の内訳

工事費 ・漂流・漂着ごみ処理施設整備工事（Ｈ30） 47,304 千円

発注支援業務 ・調査・設計・施工監理業務（Ｈ28-30） 458 千円

〔債務負担行為〕 ※施工監理

【主な財源】

循環型社会形成推進交付金　［国庫補助金］ 15,768 千円

漂流・漂着ごみ処理施設整備事業債　［過疎対策事業債］ 31,900 千円

　北但地域循環型社会形成推進計画に基づき、平成28年度～平成29年度にかけて旧ごみ処理

施設を解体撤去し、平成30年度に漂流・漂着ごみ処理施設を整備する。

財源内訳

県支出金 一般財源

154

通常の海岸漂着ごみについては、回収者において分別、裁断などを行い、クリーンパーク北但

への搬入又は処分業者への引渡し等で処理しているが、荒天等により、一時的に大量に海岸

漂着ごみが発生した際には、その搬入量調整、分別や裁断などの前処理を全て現地で対応す

ることが困難な場合が想定される。旧ごみ処理施設（矢田川レインボー）の解体撤去跡地に、当

該施設を整備することでそれらの事態に対応し、海岸美化に寄与する。

予算額

本年度（Ｈ３０） 前年度（Ｈ２９） 増減

47,822 137,780 △ 89,958

漂流・漂着ごみ処理施設整備事業費

総合計画

地域の豊かな資源を生かすまち

自然と共生するまち

区分 ごみ処理費 区分

漂流・漂着ごみ処理施設整備事業費

104

衛生費 所管

清掃費 町民課



№ 14141414 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 3

項 1

目 2

事業 24

細事業 11

基本方針 3

基本計画 2

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

【事業の目的】

【事業の概要】

ア 障害者、引きこもり者等の潜在的労働意識の聴取

イ 水産業、農業、商工業、福祉施設などの短時間、季節就労等のニーズ調査

ウ 移動手段を含めたア.イ両者のマッチング（コーディネート）

エ  障害福祉サービス（就労移行支援、就労定着支援、就労継続支援等）及び関係機関との

連携・調整

　

【主な財源】

2,452

　障害者、引きこもり者、生活困窮者等の就労支援、社会活動促進支援と併せ、町内における

水産業、農業、商工業などの短時間、季節就労を含めた労働者確保のためのマッチングを行う。

財源内訳

県支出金 一般財源

2,452

　障害者、引きこもり者、生活困窮者等の就労支援、社会活動促進支援を図る。

74

民生費 所管

区分 社会福祉総務費 区分

障害者等社会活動促進事業費 新規

障害者等社会活動促進事業費

総合計画

社会福祉費 福祉課

みんなが安心して暮らせる健康長寿のまち

認め合い支えあうまち

予算額

本年度（Ｈ３０） 前年度（Ｈ２９） 増減

2,452 0



№ 9999 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 6 農林水産業費

項 1 農業費

目 4 畜産業費

事業 4 畜産振興対策事業費

細事業 11 畜産振興対策事業費

基本方針 2 若者がいきいきと働くまち

基本計画 1 次代へつなぐ農林水産業を振興するまち

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

【事業の目的】

【事業の概要】

●美方産但馬牛・日本農業遺産推進協議会負担金　≪一部≫

　全国黒毛和牛の原々種であり、全国の改良を牽引してきた香美町の「あつた蔓」、新温泉町

の「ふき蔓」などの歴史や今日的価値を兵庫県・ＪＡたじま・関係機関と共同で研究するとともに、

但馬牛育種改良技術の継承と「日本農業遺産」認定申請を進め、美方郡及び香美町の畜産

振興と地域の活性化を目指す。

　　※「日本農業遺産」認定後は、「世界農業遺産登録」へと繋がっていく。

「美方郡産但馬牛」世界・日本農業遺産推進協議会を設立

　　設立総会　平成３０年２月１４日（水）

　　協議会会員　

　　　　香美町、新温泉町、ＪＡたじま、県関係機関、畜産関係者、観光関係者、商工関係者等

　　協議会負担金

　　　　香美町、新温泉町、ＪＡたじま、県　各100万円　計400万円

【主な財源】

本年度（Ｈ３０） 前年度（Ｈ２９）

財源内訳

県支出金 一般財源

1,000

　美方郡産但馬牛は、古くから行われてきた牛籍台帳整備による和牛の個体管理並による資

質と品位に優れた牛を中心に育種改良が行われてきた結果、但馬牛のなかでも美方郡産牛

は、資質改良の特別な源となっている。全国黒毛和牛のルーツ但馬牛の血統を守る産地をＰＲ

するとともに、その貴重な価値を顕彰するため、日本農業遺産の登録を目指す。

112

所管

増減

1,000 0 1,000

農林水産課

区分 区分

新規

総合計画

予算額



№ 10101010 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 6 農林水産業費

項 1 農業費

目 4 畜産業費

事業 11 但馬食肉センター整備事業費

細事業 11 但馬食肉センター整備事業費

基本方針 2 若者がいきいきと働くまち

基本計画 1 次代へつなぐ農林水産業を振興するまち

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

58,700

【事業の目的】

【事業の概要】

１．背景と事業の趣旨

２．但馬食肉センター改修事業費（総事業費）

施設改修工事費 250,000 千円

工事監理料 4,860 千円

合　　計 254,860 千円

３．香美町負担金 61,847 千円

均等割 16,991 千円

利用頭数割 19,200 千円

飼養頭数割 25,656 千円

【主な財源】

食肉センター整備事業債　［旧合併特例事業債］ 58,700 千円

　但馬牛の食肉処理は、朝来市が設置管理している「朝来市食肉センター」で行っているが、築

後40年以上が経過していることから老朽化が著しく、衛生面での適切な維持管理が課題となっ

ている。

　また、国が食品衛生管理の国際基準「ＨＡＣＣＰ（ハサップ）」の導入を全ての食品事業者に義

務付ける方針を決定したことから、同センターにおいてもこの決定に即した早急な施設改修が

求められている。

　畜産業の振興は、観光資源の観点からも但馬全域にとって重要な施策であり、関係市町は食

肉センターが産業振興に必要不可欠な施設であるとの共通認識を持ち、㈱但馬牛振興公社が

行う施設改修事業に対し支援を行う。

財源内訳

県支出金 一般財源

3,147

総合計画

予算額

本年度（Ｈ３０） 前年度（Ｈ２９） 増減

61,847 12,097 49,750

区分 区分

114

所管

農林水産課



№ 11111111 　事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 7

項 1

目 2

事業 3

細事業 11

基本方針 2

基本計画 2

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

【事業の目的】

【事業の概要】　

1. 創業支援計画事業委託料 1,200 千円

2. クラウドファンディング事業委託料 1,600 千円

3. 事業承継推進事業委託料 1,500 千円

4. 地域産業活性化人材育成支援事業補助金 1,200 千円

5. 社員住宅改修費補助金 2,000 千円

【主な財源】

商工会へ町内事業所の事業承継が円滑に進むように専門家による指導を実施するため

業務を委託する。

町内事業所に勤める従業員の技能向上、資格取得、社員の人材育成にかかる経費に対

して補助を行う。

町内事業所の人材確保対策として、空家等を活用して新たに従業員用の住宅として使用

するにあたり必要となる改修経費等に対して補助を行う。

財源内訳

県支出金 一般財源

7,610

　町内事業所の抱える問題を解決するとともに、新たな振興策をもって事業所の振興を推し進め

ることで、経営の拡大、安定を図る。

専門家による起業を目指す方を対象としたセミナーの開催、個別指導を商工会に委託し、

実施する。

商工会へ事業展開に要する資金を全国からインターネットを通じて調達する事業を委託す

る。

予算額

本年度（Ｈ３０） 前年度（Ｈ２９） 増減

7,610 7,972 △ 362

地域しごと支援事業費

総合計画

若者がいきいきと働くまち

地域資源を生かし観光商工業を振興するまち

区分 商工業振興費 区分

地域しごと支援事業費

125

商工費 所管

商工費 観光商工課



№ 12121212 　事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 7

項 1

目 2

事業 10

細事業 11

基本方針 2

基本計画 2

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

【事業の目的】

【事業の概要】　

1.  起業・創業支援事業補助金 4,000 千円

2.  工場等設置奨励金 4,105 千円

3. 干物料理コンテスト委託料 1,000 千円

【主な財源】

町内の雇用の拡大及び産業の振興を図るため、町内において新たに創業を目指す起業

家に対し、補助金を交付する。

　工場等を増設・新設する企業を支援するため、企業立地促進条例に基づき指定した「指

定企業」に対し奨励金を交付する。

香住の干物を使用した料理コンテストを行い、香美町の認知度アップと魚介類の販路拡大

を目的とする。

財源内訳

県支出金 一般財源

9,105

地域での新たな創業や事業拡大に対して支援を行うとともに、地域資源の販路拡大に向けた取

り組みを行うことで町内事業所の振興を図る。

総合計画

若者がいきいきと働くまち

地域資源を生かし観光商工業を振興するまち

予算額

本年度（Ｈ３０） 前年度（Ｈ２９） 増減

9,105 11,692 △ 2,587

商工振興事業費

商工振興事業費

商工費 観光商工課

区分 商工業振興費 区分

125

商工費 所管



№ 13131313 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 7

項 1

目 4

事業 23

細事業 11

基本方針 2

基本計画 2

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

54,000 4,800

【事業の目的】

　観光的効果の大きい関連施設の更新、整備を行うことにより、ＰＲ効果や来訪者の満足度の向上

を図り、町の観光推進に資する。

【事業の概要】

1 委託料 4,200 千円

・小代ゴンドラリフト索道用保安通信設備等更新工事設計監理委託料

2 工事請負費 52,000 千円

・小代ゴンドラリフト索道用保安通信設備等更新工事

・観光看板撤去工事

　　村岡区熊波、村岡区入江　『おじろん・石楠花』

　　養父市内　『おじろスキー場』

・観光看板リニューアル工事

　　村岡区長板　『名牛の里小代』

3 温泉地域整備事業費補助金（補助率1/2） 4,800 千円

・香住温泉地域街路灯整備工事（香住区下浜）

　　ＬＥＤ街路灯（16基）設置

・各温泉緊急修繕工事

【主な財源】

小代ゴンドラリフト整備事業債　［過疎対策事業債］ 54,000 千円

温泉地域開発基金 4,800 千円

財源内訳

県支出金 一般財源

2,200

総合計画

若者がいきいきと働くまち

地域資源を生かし観光商工業を振興するまち

予算額

本年度（Ｈ３０） 前年度（Ｈ２９） 増減

61,000 12,206 48,794

観光開発整備事業費

観光開発整備事業費

商工費 観光商工課

区分 観光費 区分

135

商工費 所管



№ 22222222 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 7

項 1

目 4

事業 3

細事業 11

基本方針 5

基本計画 1

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

3,900

【事業の目的】

　世界ジオパークがユネスコの正式事業として認定されたことを活かし、町のジオパーク活動の

普及、推進に努めるとともに、持続可能な地域活性化を目指し、町内における事業を展開する。

【事業の概要】

1. ジオパーク推進員報酬 2,402 千円

2. 印刷製本費等事務費 1,568 千円

1) 香美町ジオスポットマップの増刷

2) まるごと体感MAPの増刷　等

3) 板仕野散策コース案内板の作成

3. ジオパーク推進ガイド養成委託料 3,350 千円

1） ジオガイド養成及びスキルアップ

2） ジオカヤック指導者講習会・検定会の実施

3） ジオカヤックの整備及び清掃活動

4） ジオパークウォーキングの開催

5） ジオツーリズムバスツアー補助

6） 第9回日本ジオパーク全国大会への参加（北海道様似町）

7） ジオパークマスター講習・スキルアップ研修

8） 山陰海岸ジオパークバスツアーの実施

4. 山陰海岸ジオパークトレイル推進協議会負担金 300 千円

町内トレイルルートの整備

5. 山陰海岸ジオパーク推進協議会負担金 2,463 千円

【主な財源】

過疎地域自立促進特別事業債　［過疎対策事業債］ 3,900 千円

財源内訳

県支出金 一般財源

6,183

予算額

本年度（Ｈ３０） 前年度（Ｈ２９） 増減

10,083 10,296 △ 213

山陰海岸ジオパーク推進事業費

総合計画

地域の豊かな資源を生かすまち

自然と共生するまち

区分 観光費 区分

山陰海岸ジオパーク推進事業費

商工費 所管

商工費 観光商工課

128



№ 15151515 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 8

項 1

目 1

事業 2

細事業 1

基本方針 4

基本計画 1

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

9,000

【事業の目的】

「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」の規定による

【事業の概要】

（単位：千円）

種別 新規・継続別 事業費 負担率 負担金額

継続 1,000 5% 50

継続 59,000 5% 2,950

継続 60,000 10% 6,000

継続 10,000 10% 1,000

130,000 10,000

【主な財源】

急傾斜地崩壊対策事業債　［公共事業等債］

＝急傾斜地対策事業費負担金×90％ 9,000 千円

計

土砂災害を防止し、がけ地に隣接した場所に居住する住民の生命・財産を守るため、県が実施

する急傾斜地崩壊対策事業の事業費の一部を負担する。

事業箇所

公共

香住区余部（西）

香住区鎧（３）

村岡区熊波（２）

香住区市午（２）

財源内訳

県支出金 一般財源

1,000

大雨、台風災害による急傾斜地の崩壊、土砂崩れ及び地すべりなどの災害から住民の生命・

財産を守り、安心・安全の確保のため兵庫県が施工する急傾斜地崩壊対策工事を推進する。

予算額

本年度（Ｈ３０） 前年度（Ｈ２９） 増減

10,000 18,750 △ 8,750

急傾斜地崩壊対策事業費

総合計画

みんなで創る魅力あるまち

災害に強いまち

区分 土木総務費 区分

急傾斜地崩壊対策事業費

137

土木費 所管

土木管理費 建設課



№ 18181818 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 8

項 2

目 2

事業 2

細事業 11

基本方針 4

基本計画 2

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

29,663 7,000 766 2,275

【事業の目的】

通学路及び生活基幹道路の安全の確保のため、町道の除雪を行う。　

【事業の概要】

①除雪延長等 （単位：ｍ、箇所）

委託路線数 直営延長 延長計 歩道延長

96 0 46,344 17,290

141 23,319 94,100 17,700

78 27,070 54,920 3,290

315 50,389 195,364 38,280

②主な費用

・除雪委託料 130,000 千円

・除雪機械等修繕料 4,500 千円

・消雪装置等電気代 5,000 千円

・消雪装置管理委託料 7,700 千円

・消雪装置維持修繕工事 9,600 千円

・除雪車両更新費（小代区配備11ｔ除雪ドーザ　１台） 23,000 千円

【主な財源】

・社会資本整備総合交付金　 ＝雪寒道路除雪に係る交付金対象事業費 ×2/3 15,333 千円

　　 （国費） ＝除雪機械購入に係る交付金対象事業費 ×2/3 14,133 千円

・歩道除雪作業委託金（国費） ＝歩道（国道）除雪作業費×100％ 197 千円

・歩道除雪作業委託金（県費） ＝歩道（県道）除雪作業費×100％ 2,300 千円

・消雪装置電気代受益者負担金（地元負担金）　＝消雪装置電気代×40～100％ 766 千円

（根拠 ： 香美町又は国若しくは県が行う事業の受益者分担金徴収条例）

・除雪機械賃貸料 ＝除雪機械必要経費×100％ 465 千円

・除雪車両売払い収入 1,800 千円

・町道除雪に対する指定寄付金＝除雪費×10％ 10 千円

計 144,975 0

村岡区 70,781 0

小代区 27,850 0

区分 委託延長 消雪箇所数

香住区 46,344 34

財源内訳

県支出金 一般財源

2,300 149,391

冬期間の交通の安全を確保するため、除雪機械及び消雪装置により幹線道路、小中学校通学路な

ど、生活基幹道路の除雪を行う。　　（除雪出動条件／積雪深　１５ｃｍ以上）

総合計画

みんなで創る魅力あるまち

利便性の高いまち

予算額

本年度（Ｈ３０） 前年度（Ｈ２９） 増減

191,395 164,822 26,573

除雪費

除雪費

道路橋梁費 建設課

区分 道路維持費 区分

139

土木費 所管



№ 19191919 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 8

項 2

目 3

事業 2

細事業 11

基本方針 4

基本計画 2

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

119,016 65,700

【事業の目的】

道路施設の計画的な点検・修繕を実施し、通行の安全を確保する。

【事業の概要】

住民生活の利便性や安定性を高めるため、道路施設の計画的な点検、修繕を実施する。

老朽化が予測される橋梁の計画的な点検・修繕を実施する。

１．委託料 59,500 千円

　（１）測量調査等委託料 22,000 千円

　　①橋梁定期点検委託料 ８７橋

　（２）測量設計委託料 37,500 千円

　　①黒田線黒田大橋他６橋橋梁修繕　測量設計委託料

　　②余部御崎線・三田矢田線災害防除　測量設計委託料

　　③用野２号線舗装修繕　測量調査委託料

２．工事請負費 134,800 千円

　（１）橋梁修繕工事 90,000 千円

　　①佐津下岡線［下岡橋］ 　香住区下岡

　　②佐津下岡線［下岡橋側道橋］ 　香住区下岡

　　③入江和田線［入江大橋］ 　村岡区入江

　　④角田橋線［石寺大橋］ 　小代区石寺

　（２）災害防除工事 26,500 千円

　　①余部御崎線 　香住区余部　　　　Ｌ＝100ｍ、A=1,500㎡

　　②三田矢田線 　香住区下浜      　Ｌ＝ 80ｍ、A=  900㎡

　（３）通学路安全対策工事 8,300 千円

　　①無南垣訓谷線　路肩カラー舗装 　香住区無南垣　 　Ｌ＝400ｍ

　　②佐津下岡線　転落防止柵設置 　香住区九斗　　　　Ｌ＝200ｍ

　（４）舗装修繕工事 10,000 千円

　　①用野２号線 　村岡区用野　　　　Ｌ＝250ｍ、Ｗ＝5.0ｍ

３．事務費 144 千円

【主な財源】

・社会資本整備総合交付金（国費） ＝交付金対象事業費×62.15％ 119,016 千円

・町道新設改良事業債　［過疎対策事業債］ 65,700 千円

　　※橋梁定期点検業務は起債対象外

財源内訳

県支出金 一般財源

9,728

総合計画

みんなで創る魅力あるまち

利便性の高いまち

予算額

本年度（Ｈ３０） 前年度（Ｈ２９） 増減

194,444 178,250 16,194

町道新設改良事業費（社会資本整備総合交付金分）

町道新設改良事業費（社会資本整備総合交付金分）

道路橋梁費 建設課

区分 道路新設改良費 区分

140

土木費 所管



№ 20202020 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 8

項 2

目 3

事業 3

細事業 11

基本方針 4

基本計画 2

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

129,600

【事業の目的】

町道の改良を進め、生活基盤の安定を図るとともに通行の安全を確保する。

【事業の概要】

 住民生活の利便性と安定性を高めるため、道路施設の計画的な整備、改修を実施する。

 １．測量設計委託料 64,100 千円

　（１）山手若松線道路改良　測量・調査・設計委託料 香住区若松 　１式

　（２）黒田線道路改良　測量・調査・設計委託料 村岡区黒田 　１式

　（３）石寺新屋線道路改良　用地測量委託料 小代区平野 　１式

　（４）隼人西下岡線舗装修繕　　測量設計委託料 香住区隼人 　１式

 ２．工事請負費 64,500 千円

　（１）石寺新屋線　道路改良工事 小代区平野 　Ｌ＝100ｍ、Ｗ＝5.0ｍ

　（２）隼人西下岡線　舗装修繕工事 香住区隼人 　Ｌ＝300ｍ、A＝1,700㎡

　（３）大野１号線・大野大谷線　舗装修繕工事 香住区大野 　Ｌ＝750ｍ、A＝5,000㎡

　（４）久須部貫田線　舗装修繕工事 小代区貫田 　Ｌ＝100ｍ、A＝500㎡

　（５）香住港湾線　側溝改良工事 香住区若松 　Ｌ＝40ｍ

　（６）森２２１号線　側溝改良工事 香住区森 　Ｌ＝30ｍ

　（７）狭間加鹿野線　側溝改良工事 香住区油良 　Ｌ＝20ｍ

　（８）安木２１１号線　側溝改良工事 香住区安木 　Ｌ＝40ｍ

 ３．物件移転補償費等

　（１）石寺新屋線道路改良工事に伴う物件移転・用地等補償費 1,030 千円

 ４．事務費 56 千円

【主な財源】

町道新設改良事業債　［過疎対策事業債］ 129,600 千円

財源内訳

県支出金 一般財源

86

予算額

本年度（Ｈ３０） 前年度（Ｈ２９） 増減

129,686 55,057 74,629

町道新設改良事業費（単独分）

総合計画

みんなで創る魅力あるまち

利便性の高いまち

区分 道路新設改良費 区分

町道新設改良事業費（単独分）

土木費 所管

道路橋梁費 建設課

140



№ 24242424 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 4

項 2

目 2

事業 3

細事業 11

基本方針 5

基本計画 2

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

83,600

【事業の目的】

【事業の概要】

■解体撤去事業の概要

対象敷地面積 約6,000㎡

解体・撤去 建屋（延床面積1,342㎡）、杭（231本）、埋立廃棄物

跡地整備 整地及び畑地整備

（約８割の借地部分については、畑地として整備し地権者に返還する）

事業年度 平成２９年度～平成３１年度

（平成２９年度　解体撤去実施設計業務等）

（平成３０年度～平成３１年度　解体撤去工事）

■主な事業費　（債務負担行為）

工事請負費 矢田川クリーンセンター解体撤去工事（H30～H31） 215,000 千円

　内平成３０年度 82,000 千円

設計監理委託料 工事監理業務（H30～H31） 10,000 千円

　内平成３０年度 6,000 千円

【主な財源】

・公共施設等除却事業債　［旧合併特例債］ 83,600 千円

　効率的なし尿処理を進めるため、香住浄化センター汚水処理施設共同整備事業を実施し、平

成２９年４月に供用開始した。

　これに伴い、廃止した矢田川クリーンセンター施設の解体、撤去及び跡地整備を行うものであ

る。

予算額

本年度（Ｈ３０） 前年度（Ｈ２９） 増減

89,570 44,253 45,317

財源内訳

県支出金 一般財源

5,970

汚水処理施設整備事業費

総合計画

地域の豊かな資源を生かすまち

環境への責任を果たすまち

区分 し尿処理費 区分

汚水処理施設整備事業費

102

衛生費 所管

清掃費 上下水道課



№ 5555 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 10

項 2

目 3

事業 10

細事業 11

基本方針 1

基本計画 1

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

56,100

【事業の目的】

長井小学校校舎の老朽化に伴う改修工事を行い、学習環境の安全確保を図る。

【事業の概要】

工事設計監理委託料 4,700 千円

工事請負費 51,400 千円

　・S５０年建築、延床面積１，３０６㎡、ＲＣ造地上３Ｆ建て

　・工事概要

　　　老朽改修工事

　　　　屋根・サッシ防水改修、内外装補修、電気設備改修

事務費 60 千円

　

【主な財源】

56,100 千円長井小学校整備事業債　［過疎対策事業債］

予算額

本年度（Ｈ３０） 前年度（Ｈ２９） 増減

56,160 0 56,160

財源内訳

県支出金 一般財源

60

長井小学校整備事業費

総合計画

ふるさとを担う子どもを育むまち

次代を担う子どもを育むまち

区分 小学校施設整備費 区分

長井小学校整備事業費 新規

165

教育費 所管

小学校費 教育総務課



№ 6666 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 10

項 3

目 3

事業 6

細事業 11

基本方針 1

基本計画 1

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

155,900

【事業の目的】

香住第二中学校体育館の老朽化に伴う大規模改修工事を行い、学習環境の安全確保を図る。

【事業の概要】

工事監理委託料 3,900 千円

工事請負費 152,200 千円

　・Ｈ４年建築、延床面積１，１２８㎡、ＲＣ造地上２Ｆ建て

　・工事概要

　　　老朽改修工事

　　　　屋根カバー工法改修、内外装補修、アリーナ床改修、便所改修、電気設備改修ほか

　　　防災機能強化工事

　　　　多目的トイレ改修

事務費 90 千円

　

【主な財源】

155,900 千円香住第二中学校体育館整備事業債　［過疎対策事業債］

財源内訳

県支出金 一般財源

290

総合計画

ふるさとを担う子どもを育むまち

次代を担う子どもを育むまち

予算額

本年度（Ｈ３０） 前年度（Ｈ２９） 増減

156,190 5,700 150,490

香住第二中学校整備事業費

香住第二中学校整備事業費

中学校費 教育総務課

区分 中学校施設整備費 区分

173

教育費 所管



№ 1111 　事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 3

項 2

目 2

事業 9

細事業 11

基本方針 1

基本計画 1

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

3,517 208

【事業の目的】

【事業の概要】

１．病児対応型

　対象：町在住又は町内施設に通所している幼児（満１歳から小学校就学前まで）

　利用料：１日2,500円、半日1,500円　（町外1日3,500円、半日2,000円）

　実施場所：公立香住病院内

・臨時職員賃金（看護師、保育士） 3,555 千円

・工事請負費（施設改修） 540 千円

・備品購入費（折りたたみベッド、電子体温計、冷蔵庫、テレビ、マット等） 605 千円

・その他、経費（布団、消毒液、石鹸、消耗品費、クリーニング代等） 460 千円

２．体調不良児対応型

　対象：事業実施の保育所在園児

　実施場所：青葉保育園、みなと保育園施設内

・病児保育事業補助金（看護師等の配置に対する支援） 5,600 千円

【主な財源】

病児保育事業補助金　[国費　補助率１／３] 3,517 千円

病児保育事業補助金　[県費　補助率１／３] 3,517 千円

病児保育利用料 208 千円

　児童が病気の回復期に至らない場合に公立香住病院で預かる「病児対応型」、併せて保育中

に体調不良となった児童を保育所で預かる「体調不良児対応型」により病児保育を実施する。

財源内訳

県支出金 一般財源

3,517 3,518

　病気になった児童を病院・保育所等において一時的に保育し、保護者の子育てと就労の両立

を支援する。

予算額

本年度（Ｈ３０） 前年度（Ｈ２９） 増減

10,760 0 10,760

病児保育事業費

総合計画

ふるさとを担う子どもを育むまち

次代を担う子どもを育むまち

区分 児童措置費 区分

病児保育事業費 新規

85

民生費 所管

児童福祉費 こども教育課



№ 2222 　事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 3

項 2

目 4

事業 7

細事業 12

基本方針 1

基本計画 1

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

99,500 71,700

【事業の目的】

【事業の概要】　≪一部：村岡区保育所統合事業分≫

１．整備概要

① 施設名称　宝樹保育園統合園舎（仮称）

② 施設用途　保育所（定員７１名、0～４歳児）

③ 建築場所　香美町村岡区村岡３０３０番地の１（代表地番）

④ 敷地面積　３，４４０㎡（予定）

⑤ 施設規模　木造平屋建（延床面積　５４６㎡程度）

２．事業費 （単位：千円）

国庫負担(55%) 町負担(25%) 事業者負担（20%）

99,500 45,200 36,300

－ 26,500 6,500

99,500 71,700 42,800

※ 財源内訳の(　　　)内は補助事業分の負担割合

単独事業分33,000千円の内、20,000千円は造成工事費等（全額町負担）

単独事業分33,000千円の内、13,000千円の負担割合は町50%、事業者50%

【主な財源】

保育所等整備交付金 99,500 千円

村岡区保育所統合整備事業債　［過疎対策事業債］ 71,700 千円

計 214,000

区分 事業費

財源内訳

補助事業分 181,000

単独事業分 33,000

財源内訳

県支出金 一般財源

0

　保育の提供体制を確保するため、社会福祉法人宝樹福祉会が保育所等整備交付金（厚生労

働省）を活用し、旧村岡Ｂ＆Ｇ海洋センター跡地を中心とする用地に村岡区の統合園舎を整備

するにあたり、所要の支援を行う。

予算額

本年度（Ｈ３０） 前年度（Ｈ２９） 増減

171,200 0 171,200

村岡区保育所統合事業費

総合計画

ふるさとを担う子どもを育むまち

次代を担う子どもを育むまち

区分 児童福祉施設費 区分

保育所施設整備事業費 新規 *

89

民生費 所管

児童福祉費 こども教育課



№ 3333 　事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 3

項 2

目 5

事業 4

細事業 －

基本方針 1

基本計画 1

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

12,845 17,671

【事業の目的】

【事業の概要】

１．平成３０年度開設の見込み

施設形態 入所予定者

スマイル　かすみ 単独施設 通年　８３名

◎ スマイル　おくさづ 地区公民館内 通年　　３名

◎ スマイル　さづ 幼稚園施設内 通年　　６名

スマイル　しばやま 地区公民館内 通年　　８名

スマイル　ながい 地区公民館内 通年　　４名

◎ スマイル　あまるべ 地区公民館内 通年　　６名

ふれあい　むらおか 校舎内 通年　３０名

ふれあい　うづか 校舎内 通年　　６名

ふれあい　いそう 校舎内 通年　１０名

かがやき　おじろ 地区公民館内 通年　　９名

　◎＝新規開設

２．入所対象児童：「小学生から」を「幼稚園児から」に拡充　

（スマイルかすみ、ふれあいむらおかを除く）

３．年間開所日数：２９２日（平日１９８日、土曜日４２日、長期休業日（夏休み等）５２日）

４．開所時間：平日１４：００～１８：００、土曜日・学校休業日７：３０～１８：００（開所時刻３０分拡充）

【主な財源】

利用者負担金：8,150円／月（利用料7,000円＋おやつ代1,000円＋保険料150円） 17,671 千円

放課後児童健全育成事業費補助金　[国費補助率１／３] 12,845 千円

放課後児童健全育成事業費補助金　[県費補助率１／３] 12,845 千円

長井小学校

余部小学校

村岡小学校

兎塚小学校

射添小学校

小代小学校

施設名称 学校区

香住小学校

奥佐津小学校

佐津小学校

柴山小学校

財源内訳

県支出金 一般財源

12,845 14,636

　昼間就労等により家庭に保護者のいない児童（幼稚園児及び小学生等）を対象に、放課後等

に預かることにより、児童の健全育成に資するとともに子育て家庭の就労を支援する。

総合計画

ふるさとを担う子どもを育むまち

次代を担う子どもを育むまち

予算額

本年度（Ｈ３０） 前年度（Ｈ２９） 増減

57,997 37,322 20,675

放課後児童健全育成事業費 拡充

－

児童福祉費 こども教育課

区分 子育て支援事業費 区分

90

民生費 所管



№ 4444 　事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 3

項 2

目 5

事業 8

細事業 11

基本方針 1

基本計画 1

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

9,500

【事業の目的】

【事業の概要】

１．整備概要

① 施設名称　村岡区児童公園（仮称）

② 建築場所　香美町村岡区村岡３０３０番地の１

③ 敷地面積　２５０㎡（予定）

④ 施設概要　芝生広場整備、大型遊具設置

２．事業費

　・設計監理委託料 700 千円

　・工事請負費 9,300 千円

【主な財源】

児童公園整備事業債　［旧合併特例事業債］ 9,500 千円

財源内訳

県支出金 一般財源

500

　子育て支援の一環として、村岡区の子どもたちが通園することとなる統合園舎に隣接して児童

公園を整備することにより、児童の健全育成に資するとともに地域の憩いの場とする。

予算額

本年度（Ｈ３０） 前年度（Ｈ２９） 増減

10,000 0 10,000

児童公園整備事業費

総合計画

ふるさとを担う子どもを育むまち

次代を担う子どもを育むまち

区分 子育て支援事業費 区分

児童公園整備事業費 新規

91

民生費 所管

児童福祉費 こども教育課



№ 7777 　事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 10

項 6

目 2

事業 9

細事業 11

基本方針 １

基本計画 2

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

8,200 26,542

【事業の目的】

【事業の概要】

1. 工事請負費

(1)香住B&G海洋センター改修工事 25,100 千円

・体育施設： 屋根改修、便所改修、バスケットゴール改修、LED照明

・機械室機器： ろ過機取替え、給湯ボイラー取替え

(2)村岡体育館修繕工事 2,000 千円

剥落防護ネット取付け

(3)射添グラウンドネットフェンス修繕工事 Ｌ＝30ｍ 1,400 千円

(4)おじろドーム修繕工事 5,200 千円

遮光カーテン取替え、バスケットコートライン修正、外倉庫兼公衆便所修繕

2. 委託料　　設計監理費 1,000 千円

3. 備品購入費　　　　　　サッカーゴール・ネット（一対） 471 千円

【主な財源】

地域海洋センター修繕助成金 17,542 千円

香住B&G海洋センター整備事業債［過疎対策事業債］ 8,200 千円

公共施設等管理基金繰入金 9,000 千円

　体育施設の老朽化に伴う改修・修繕工事を行い、利用者の安全確保と利便性向上を図る。

予算額

本年度（Ｈ３０） 前年度（Ｈ２９） 増減

35,171 3,268 31,903

財源内訳

県支出金 一般財源

429

体育施設整備事業費

総合計画

ふるさとを担う子どもを育むまち

生涯を通じ学びあうまち

区分 体育施設費 区分

体育施設整備事業費

199

教育費 所管

保健体育費 生涯学習課


