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令和２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 令和２年度 令和元年度 比較増減 所　管 予算書

(1) 次代を担う子どもを育むまち 1,124,446 1,319,393 △ 194,947
①子育て支援の推進 768,701 752,040 16,661

［結婚支援対策費] 拡充 3,100 1,200 1,900 企画課 43 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
の出会いの場の創出を図る。あわせて、若者が結婚や子育て、仕事を含めた人生設計を考え
る「ライフデザインの構築」を支援し、結婚等を前向きに考える機会を提供する

［（目）児童福祉総務費／一般経常費］ 6,682 8,506 △ 1,824 福祉課 66 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］ 206,825 219,875 △ 13,050 福祉課 66 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］ 27,042 26,624 418 福祉課 66 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］ 34,968 36,793 △ 1,825 健康課 67 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］ 34,087 34,638 △ 551 健康課 67 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］ 319,632 317,995 1,637 こども教育課 67 頁
私立保育所及び広域入所保育所等に対し、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

［保育所運営支援事業費］ 15,416 13,469 1,947 こども教育課 67 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

［病児保育事業費］ 11,781 10,471 1,310 こども教育課 67 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
両立を支援する

［保育料軽減事業費］ 2,318 2,550 △ 232 こども教育課 68 頁
第１子及び第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
※事業名称変更（旧名称：多子世帯保育料軽減事業費）

［母子家庭等医療費給付事業費］ 1,748 1,778 △ 30 健康課 68 頁
母子・父子家庭等の医療費の一部を助成する

［子育て・子育ち支援センター費］ 23,785 16,021 7,764 こども教育課 71 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（各区に設置、計３センター）
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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 令和２年度 令和元年度 比較増減 所　管 予算書

(1) ① ［放課後児童健全育成事業費］ 79,301 60,269 19,032 こども教育課 72 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（各小学校区に設置、計10クラブ）

［子育て世代包括支援センター事業費］ 拡充 2,016 1,851 165 健康課 75 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
【新規】産後ケアリストを活用した子育て支援、地域の子育て教室 概_1

②学校教育の充実 353,811 565,307 △ 211,496
ⅰ）小学校

［小学校施設営繕事業費］ 23,341 19,351 3,990 教育総務課 127 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］ 478 557 △ 79 教育総務課 127 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］ 拡充 32,585 21,670 10,915 教育総務課 128 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
・学校における校務の負担軽減のため、統合型校務支援システムを導入する

［(目)教育振興費／一般経常費］◆ 19,396 27,235 △ 7,839 教育総務課 128 頁
・小学校の教科書改訂に伴う指導書等の整備を行う こども教育課

・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］ 5,259 6,041 △ 782 教育総務課 128 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］ 1,600 897 703 こども教育課 128 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 128 頁
自然学校及び環境体験事業を実施する

［小学校英語力スキルアップ事業費］ 240 331 △ 91 こども教育課 129 頁
英語力の向上を図るために、夏季休業中に、全日程英語によるセミナーを実施する
【完了】［小学校施設整備事業費］ 0 4,815 △ 4,815 教育総務課
【完了】［柴山小学校整備事業費］ 0 222,011 △ 222,011 教育総務課

ⅱ）中学校
［外国青年招致事業費］◆ 5,711 18,928 △ 13,217 教育総務課 118 頁

外国語指導助手５人を配置し、英語教育の充実を図る

［中学校施設営繕事業費］ 8,295 6,738 1,557 教育総務課 133 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］ 12,880 13,121 △ 241 教育総務課 134 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］ 拡充 15,456 6,530 8,926 教育総務課 134 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
学校における校務の負担軽減のため、統合型校務支援システムを導入する

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 令和２年度 令和元年度 比較増減 所　管 予算書

(1) ② ［遠距離通学生徒援助費］ 8,677 8,151 526 教育総務課 135 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］ 1,929 4,447 △ 2,518 こども教育課 135 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］ 1,643 1,800 △ 157 こども教育課 135 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］ 1,779 1,563 216 こども教育課 135 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

［中学校英語力スキルアップ事業費］ 新規 1,867 0 1,867 こども教育課 135 頁
・英語力の向上を図るために、夏季休業中に、全日程英語によるセミナーを実施する 概_2
・全生徒を対象に英語能力判定テストを実施し、英語能力検定への受験意欲を高める

ⅲ）幼稚園
［幼稚園施設営繕事業費］ 5,726 5,443 283 教育総務課 141 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］ 8,042 9,930 △ 1,888 こども教育課 142 頁
香住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
【完了】［幼稚園施設整備事業費］ 0 16,906 △ 16,906 教育総務課

ⅳ）その他
［(目)事務局費／一般経常費］≪一部・補助金≫ 1,171 0 1,171 企画課 118 頁

【新規】高等学校生徒バス通学助成金（町内在住高校生のバス通学定期代の一部を助成）

［教育相談センター運営費］◆ 586 3,837 △ 3,251 こども教育課 118 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

［教育振興基本計画策定事業費］ 新規 1,889 0 1,889 教育総務課 119 頁
第２期香美町教育振興基本計画策定の基礎資料とするため町民アンケートを実施する 概_3

［高校魅力化支援事業費］ 新規 13,540 7,680 5,860 企画課 119 頁
・町内県立高校が地域と連携して地域を担う人づくりのために行う教育活動や生徒募集活動 概_4 教育総務課
　を支援し、高校の魅力化を図る
・高等学校生徒下宿費補助金（３学年、23人）　※[(目)事務局費／一般経常費]から事業組
　み替え（令和元年度予算額は組み替え前の事業費予算額）

［（目）学校給食費／一般経常費］ 拡充 172,528 145,760 26,768 教育総務課 158 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 概_5
【新規】小代学校給食センターの統廃合に向け、村岡学校給食センターの施設改修等を行う

［ふるさと給食推進事業費］◆ 4,399 6,771 △ 2,372 教育総務課 160 頁
地元産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 1,934 2,046 △ 112
［ひょうご放課後プラン事業費］ 1,934 2,046 △ 112 生涯学習課 143 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

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 令和２年度 令和元年度 比較増減 所　管 予算書

(2) 生涯を通じ学びあうまち 31,358 32,472 △ 1,114
①生涯学習の推進 13,467 17,476 △ 4,009

［香住区公民館事業費］ 5,054 4,399 655 生涯学習課 147 頁
［村岡区公民館事業費］ 1,852 1,890 △ 38 生涯学習課 147 頁
［小代区地域連携センター事業費］ 489 489 0 生涯学習課 147 頁
［図書事業費］◆ 4,472 6,772 △ 2,300 生涯学習課 148 頁

２中央公民館及び10地区公民館において、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、図書事業等を開催し、町民の生涯学習に応えるとともに地域コミュニティ
を育成する

［公民館施設整備事業費］ 1,600 3,926 △ 2,326 生涯学習課 149 頁
地区公民館の修繕工事を行う

②スポーツの推進 17,891 14,996 2,895

［(目)保健体育総務費／一般経常費］ 7,085 7,171 △ 86 生涯学習課 152 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］ 2,739 2,739 0 生涯学習課 152 頁
［スポーツ振興費］ 2,379 3,236 △ 857 生涯学習課 152 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

［ワールドマスターズゲームズ受入事業費］ 1,854 1,363 491 生涯学習課 153 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、観光体験プラン模擬実施
大会運営マニュアルの作成、人材確保、プレ大会の実施

[東京オリンピック・パラリンピック推進事業費] 新規 3,834 0 3,834 生涯学習課 153 頁
・オリンピック観戦ツアーの実施、トーチリレー・陸上記録会の開催 概_6 福祉課
・東京2020パラリンピック聖火フェスティバルにおける採火式の実施
【完了】［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］ 0 487 △ 487 生涯学習課

(3) 文化を育み創るまち 484,336 293,075 191,261

①芸術文化活動の推進 482,526 286,148 196,378

［文化ホール事業費］ 5,715 5,939 △ 224 生涯学習課 148 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］ 476,811 280,209 196,602 生涯学習課 151 頁
香住文化会館の建替え工事を行う

②文化財の保護活用 1,810 6,927 △ 5,117
［応挙絵画から次代の世界へ発信する事業費］ 499 867 △ 368 生涯学習課 148 頁

絵画に親しむまちづくりを推進する
・町内の小学６年生を対象に大乗寺障壁画について学ぶ事業を行う
・第31回子どもの絵100人展を開催する
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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 令和２年度 令和元年度 比較増減 所　管 予算書

(3) ② ［指定文化財保存整備事業費］ 400 2,520 △ 2,120 生涯学習課 149 頁
町内に存在する指定文化財の保存整備を行う
・県指定文化財の黒野神社の防災防犯設備事業

［歴史文化遺産活性化事業費］ 911 3,540 △ 2,629 生涯学習課 149 頁
香美町文化財保存管理計画の認定、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 1,640,140 1,644,940 △ 4,800

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 令和２年度 令和元年度 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 808,029 378,596 429,433

［地域おこし協力隊活動事業費］ 35,706 36,062 △ 356 企画課 45 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・情報発
信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_7

①農業の振興 264,720 193,419 71,301

［中山間地域等直接支払事業費］ 76,377 77,349 △ 972 農林水産課 85 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５期対策の開始年度）

［町単農業振興対策事業費］ 拡充 6,645 4,275 2,370 農林水産課 85 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
・農地集積集約促進事業補助金

［環境保全型農業直接支払交付金事業費］ 4,942 5,060 △ 118 農林水産課 85 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：14,000円/10a　カバークロップ：6,000円/10a　堆肥の施用：4,400円/10a

［新規就農・経営継承総合支援事業費］ 3,874 3,223 651 農林水産課 86 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
給付総額／年間150万円×５年間＝750万円
就農者150万円×２人（４年目・新規）　　就農者 75万円×１人（最終年度）

［多面的機能支払事業費］ 27,165 27,097 68 農林水産課 86 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］ 444 444 0 農林水産課 87 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
　り組む
・地域特産物である「美方大納言」及びＳランク地区「コシヒカリ」の優位性を生かした産
　地化、生産意欲の向上、競争力の強化を図る

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 令和２年度 令和元年度 比較増減 所　管 予算書

(1) ① ［(目)農地費・一般経常費］≪一部・補助金≫ 6,225 5,475 750 農林水産課 89 頁
・土地基盤整備事業補助金　４箇所
　団体が行う農業用施設整備に対し補助をする

［農村地域防災減災事業費］ 647 2,000 △ 1,353 農林水産課 90 頁
かんがい受益面積0.5ha未満の小規模なため池10池について、防災重点ため池の再選定のた
めの諸元調査を実施する

［農業水路等長寿命化・防災減災事業費］ 2,450 4,200 △ 1,750 農林水産課 90 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）を魚類等が遡上でき
るよう改修する
　広井井堰魚道工事 １式

［農地耕作条件改善事業費］（債務負担行為） 新規 69,000 0 69,000 農林水産課 90 頁
香住区大野地区及び村岡区大糠地区の水田農業の効率化、農地保全を図るため、用水路の改
修整備を行う。

概_8

・香住区大野地区　実施設計業務 １式、水路改修工事 L=550ｍ
・村岡区大糠地区　実施設計業務 １式、水路改修工事 L= 70ｍ

［有害鳥獣対策費］ 66,951 64,296 2,655 農林水産課 91 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
・ストックポイント事業（処理委託業務・運搬業務）

②但馬牛ブランドの確立 15,768 14,458 1,310

［畜産振興対策事業費］ 9,269 9,615 △ 346 農林水産課 88 頁
・牛肉の地元消費への支援（学校給食の賄材料）
・優良肉用雌牛保留対策事業費補助金
・「美方郡産但馬牛」世界・日本農業遺産推進協議会負担金
　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等の生産システム
　について、世界農業遺産としての認定を目指す

［小代堆肥センター運営費］ 1,293 1,280 13 小代地域局 88 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］ 5,057 3,204 1,853 村岡地域局 88 頁
村岡有機センターの管理運営を指定管理により行う

［和牛センター管理費］ 149 359 △ 210 小代地域局 89 頁
和牛センターの維持管理を行う

③林業の振興 68,748 95,657 △ 26,909
［林業振興費・一般経常費］ 4,154 4,347 △ 193 農林水産課 91 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］ 3,083 3,546 △ 463 農林水産課 92 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

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 令和２年度 令和元年度 比較増減 所　管 予算書

(1) ③ ［災害に強い森づくり推進費］ 32,189 46,947 △ 14,758 農林水産課 92 頁
・間伐材を利用した土留工などの森林整備による災害に強い森林整備を推進する

［森林管理１００％作戦推進事業費］ 16,058 19,517 △ 3,459 農林水産課 93 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

［森林環境経営管理事業費］ 13,264 13,000 264 農林水産課 93 頁
森林環境譲与税を活用した、間伐等の森林整備及び森林に関わる人材育成・担い手確保や木
材利用の推進を実施し、森林資源の適切な管理を行う

概_9

・条件不利地の間伐実施
・森林経営管理計画の策定
・風倒木、危険木等の伐倒駆除
・「森と海の連携事業」（森林の公益性への意識啓発、樹植活動）　ほか
【完了】［森林整備地域活動支援事業費］ 0 7,600 △ 7,600 農林水産課
【完了】［水源環境林整備事業費］ 0 700 △ 700 農林水産課

④漁業の振興 3,200 3,200 0

［水産増養殖対策事業費］ 3,200 3,200 0 農林水産課 95 頁
・矢田川漁協が実施するアユ等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

⑤水産加工業の振興 417,807 34,700 383,107

［水産業振興事業費］ 拡充 417,807 34,700 383,107 農林水産課 95 頁
・魚食普及促進条例の推進事業 概_10
　（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）
【新規】漁業共同利用施設整備事業
　・但馬漁協が行う自動製氷搬出施設の整備に対する補助金

⑥６次産業化の推進 2,080 1,100 980

［６次産業化推進事業費］ 拡充 2,080 1,100 980 観光商工課 98 頁
地域の資源や特徴を活かした商品開発及び既存商品の改良又は６次産業化の推進により所得
向上と地域活性等を図る

概_11

・ものづくり支援事業委託料

・ものづくり支援事業補助金

・作業道の整備や、広葉樹を植樹することにより針広混交林を形成し、災害に強い森づくり
　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 令和２年度 令和元年度 比較増減 所　管 予算書

(2) 地域資源を生かし観光商工業を振興するまち 361,811 550,871 △ 189,060
①商工業の振興 63,601 170,257 △ 106,656

［(目)商工業振興費／一般経常費］ 16,945 16,871 74 観光商工課 97 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
・夢但馬産業フェア2020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（地域産品販路開拓事業）
【新規 *】暖冬対策支援融資利子補給金

［中小企業者向融資事業費］ 33,000 33,000 0 観光商工課 98 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］ 拡充 7,779 8,754 △ 975 観光商工課 98 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_12
・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
・創業支援事業計画委託料
・事業承継推進事業委託料
・社員住宅改修費補助金
・設備投資支援事業補助金
・地域産業活性化人材育成支援事業補助金
【新規】職場環境改善支援補助金
【観光振興費へ移行】海上タクシー整備補助金

 [商工振興事業費] 5,877 6,136 △ 259 観光商工課 98 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_13

・起業・創業支援事業補助金
・工場等設置奨励金
【完了】 [プレミアム付商品券発券事業費] 0 105,496 △ 105,496 観光商工課

②観光業の振興 288,457 371,251 △ 82,794
［観光振興費］ 35,377 37,761 △ 2,384 観光商工課 100 頁

・観光振興計画実践委員会を設置し、計画の実践、推進を行う
・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、スキーフェスティバル、暖冬対策ＰＲ等）
・香住海上タクシー整備に対し補助を行う
・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などインバウンドの推進を図る。
・但馬観光協議会、麒麟のまち観光局(ＤＭＯ)、日本遺産「麒麟のまち」推進協議会へ参
　加し誘客を図る

［観光大使活動事業費］ 拡充 1,147 326 821 観光商工課 101 頁
町観光大使の交流会を開催し、本町の情報提供と人事交流を図り、今後のPR活動の一層の促
進を図る

概_14
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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 令和２年度 令和元年度 比較増減 所　管 予算書

(2) ② ［観光交流事業費］ 9,581 9,843 △ 262 観光商工課 101 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43回香住ふるさとまつりの実施　ほか

［道の駅運営事業費］ 15,565 16,033 △ 468 観光商工課 101 頁
町内４ヶ所の「道の駅」を拠点に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）

［ジオパークと海の文化館運営事業費］◆ 10,146 16,314 △ 6,168 観光商工課 103 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

［但馬高原植物園管理運営費］ 5,346 3,027 2,319 村岡地域局 104 頁
・施設の管理運営を指定管理により行う
・トイレの一部洋式化を実施する
・園内の木橋の架替工事を実施する

［都市と農村交流センター費］ 4,993 20,936 △ 15,943 村岡地域局 104 頁
施設の管理運営を指定管理により行う

［温泉保養館費］ 18,650 16,180 2,470 小代地域局 106 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

［今子浦ファミリーパーク整備事業費］ 1,600 5,885 △ 4,285 観光商工課 106 頁
今子浦園地内の施設維持修繕を行う

［観光開発整備事業費］ 75,255 129,896 △ 54,641 観光商工課 106 頁
・小代ゴンドラリフト索道設備整備工事等を行う 概_15

・ハチ北温泉湯治の郷の老朽化したボイラーの更新工事を行う
・老朽化した観光看板の撤去を行う
【新規 *】香住観光案内所の整備を行う
【新規】下浜区が実施する三田浜海水浴場公衆便所整備事業に補助を行う

［香美町役場神戸営業所事業費］ 3,090 3,125 △ 35 観光商工課 106 頁
・香美町フェア等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

［兎和野高原野外教育センター管理運営費］ 101,339 103,882 △ 2,543 村岡地域局 155 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］ 6,368 8,043 △ 1,675 村岡地域局 157 頁
・兎和野高原野外教育センターの事業（グラウンドゴルフ大会、スキー教室等）
・木の殿堂の事業（各種組み木教室、企画展等）

③雇用対策の推進 9,753 9,363 390

［(目)労働諸費／一般経常費］ 2,000 1,610 390 観光商工課 82 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）

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 令和２年度 令和元年度 比較増減 所　管 予算書

(2) ③ ［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 82 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 1,169,840 929,467 240,373

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 令和２年度 令和元年度 比較増減 所　管 予算書

(1) 健やかに暮らせるまち 873,060 754,682 118,378

①健康づくりの推進 101,567 105,025 △ 3,458
［母子保健対策費］ 12,512 14,793 △ 2,281 健康課 73 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 概_16
・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
【新規】子育て情報アプリの導入

［健康増進事業費］ 43,276 48,664 △ 5,388 健康課 75 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］ 38,050 36,558 1,492 健康課 76 頁
○定期予防接種を実施する
・乳幼児対象：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・【新規】ロタ（10月から）
・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
・【拡充】成人男性(Ｓ37.4.2～Ｓ54.4.1生）：風しんの抗体陰性者への予防接種
・高齢者（65歳以上）対象：インフルエンザ・肺炎球菌

［がん検診推進事業費］ 拡充 7,629 4,710 2,919 健康課 76 頁
・町が実施する検診において、40･50･55･60･65･70歳を対象に大腸・胃・肺・乳がんの無料
　検診、20･25･30･40･50･55･60･65･70歳を対象に子宮頸がんの無料検診を実施する
【拡充】対象年齢に65・70歳を追加
・個別の受診勧奨・再勧奨を実施し受診率の向上をめざす

［風しん予防接種緊急助成事業費］ 100 300 △ 200 健康課 77 頁
妊娠を希望する女性、妊婦の同居家族を対象に風しんの予防接種費用の一部を助成する

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 令和２年度 令和元年度 比較増減 所　管 予算書

②医療環境の充実 771,493 649,657 121,836

［国保特別会計事業勘定繰出金費］ 139,392 149,357 △ 9,965 財政課 60 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］ 221,278 101,954 119,324 健康課 75 頁
公立八鹿病院組合に対する負担金
【新規】電子カルテ整備事業に対する負担金

［地域医療対策費］ 7,833 7,026 807 健康課 75 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］ 58,227 53,656 4,571 財政課 75 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］ 344,763 337,664 7,099 財政課 75 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 1,487,677 1,528,638 △ 40,961
①地域福祉の推進 55,308 50,416 4,892

［民生委員児童委員費］ 7,608 7,456 152 福祉課 56 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］ 47,700 42,960 4,740 福祉課 56 頁
社会福祉協議会に対して運営費の補助及びボランタリー活動の支援を行う

②高齢者福祉の充実 914,791 946,341 △ 31,550
［(目)老人福祉費／一般経常費］≪一部・補助金≫ 2,817 2,862 △ 45 福祉課 60 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］ 3,542 3,950 △ 408 健康課 60 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］ 3,028 4,428 △ 1,400 福祉課 61 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

［老人クラブ活動等社会活動促進事業費］ 4,951 4,977 △ 26 福祉課 61 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

［老人クラブ活動強化推進事業費］ 4,320 4,320 0 福祉課 61 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］ 25,090 28,703 △ 3,613 福祉課 61 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



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 令和２年度 令和元年度 比較増減 所　管 予算書

(2) ② ［緊急通報システム事業費］ 12,253 12,163 90 福祉課 61 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、緊急通報シ
ステムを運用する（令和２年度から委託を実施）

概_17

［高齢者等生活支援事業費］ 8,891 5,556 3,335 福祉課 62 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）
【新規】高齢者バス利用助成金（高齢者の運賃負担を軽減） 企画課

［生きがい活動支援通所事業費］ 15,718 15,660 58 福祉課 62 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及び小
代いこいの里で開催する

［後期高齢者医療事業費］ 273,134 248,795 24,339 健康課 62 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

［介護職員確保対策事業費］　 拡充 4,306 1,569 2,737 福祉課 63 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を助成する 概_18
・町内事業所の新規就業者に対して３年間助成金を交付する
【新規】上記助成金交付対象の新規就業者を３年間継続して雇用した事業所へ助成金を交付
する

［後期高齢者医療特別会計繰出金費］ 89,334 93,508 △ 4,174 財政課 63 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］ 434,926 432,855 2,071 財政課 63 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］ 8,194 8,800 △ 606 福祉課 64 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
ための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］ 1,835 1,970 △ 135 福祉課 65 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］ 8,369 12,772 △ 4,403 福祉課 65 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］ 14,083 14,733 △ 650 福祉課 65 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

【完了】［地域介護拠点整備事業費］ 0 33,600 △ 33,600 福祉課
【完了】［老人福祉施設整備事業費］ 0 15,120 △ 15,120 福祉課

③障害者福祉の充実 517,578 531,881 △ 14,303
［補装具給付費負担金事業費］ 2,995 4,230 △ 1,235 福祉課 55 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］ 19,613 20,438 △ 825 健康課 55 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

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 令和２年度 令和元年度 比較増減 所　管 予算書

(2) ③ ［重度障害者医療費助成事業費］ 20,121 18,877 1,244 健康課 56 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］ 8,144 8,256 △ 112 福祉課 57 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］ 260,216 272,284 △ 12,068 福祉課 57 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］ 163,380 140,214 23,166 福祉課 57 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］ 拡充 25,668 27,076 △ 1,408 福祉課 58 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

概_19

【新規】基幹相談支援センター事業
　　障害者（児）の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築する

［障害者等社会活動促進事業費］ 2,849 2,452 397 福祉課 58 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

［障害者医療費負担金事業費］　 13,842 8,054 5,788 福祉課 59 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

［障害者介護職員確保対策事業費］　 新規 750 0 750 福祉課 60 頁
障害者介護職員確保のため、新規就労者及びその採用事業者に助成金を交付する 概_20
【完了】［障害者福祉施設整備事業費］ 0 30,000 △ 30,000 福祉課

(3) 安心を支えるまち 15,528 12,879 2,649

①防犯・交通安全の推進 11,547 8,556 2,991

［交通安全対策事業費］ 6,259 4,992 1,267 48 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、区画線等の更新 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］ 5,288 3,564 1,724 防災安全課 48 頁
・防犯灯・防犯カメラの維持管理、香住地区沿岸警備協力会・防犯協会に対する補助を行う
・児童の安全・安心の確保や犯罪抑止のため、通学路に防犯カメラを５台設置する

②安全・安心な消費生活の推進 3,981 4,323 △ 342
［(目)消費者行政推進費／一般経常費］≪一部・補助金≫ 100 1,000 △ 900 町民課 99 頁

自動通話録音機購入補助金
　高齢の独居世帯に対する通話録音装置の購入費補助を行う

［消費者行政活性化事業費］ 3,881 3,323 558 町民課 99 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 2,376,265 2,296,199 80,066

つづき
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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 令和２年度 令和元年度 比較増減 所　管 予算書

(1) 災害に強いまち 675,408 919,159 △ 243,751
①治山治水対策の推進 129,811 26,234 103,577

［急傾斜地崩壊対策事業費］ 24,700 9,400 15,300 建設課 107 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_21

【継続】西、日影、高井(2)、村岡区大野(1)、和田(3)、隼人、市午(2)

［(目)河川総務費／一般経常費］ 105,111 16,834 88,277 建設課 110 頁
・兵庫県の委託を受け砂防河川の流路工整備工事を実施する 概_22
　大門川（和池）
・集中豪雨や台風などによる被害を防ぐため、河川改良及び修繕工事を実施する
　センダ川（市午）他５河川

②消防防災の推進 545,597 892,925 △ 347,328
［電源立地地域対策事業費］ 3,892 8,738 △ 4,846 防災安全課 49 頁

消防指令車の整備
　香住支団　１台

［住宅耐震化推進事業費］ 2,400 7,000 △ 4,600 建設課 111 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］ 370,727 390,106 △ 19,379 防災安全課 113 頁
美方郡広域事務組合へ負担金を支払い、常備消防の円滑な運営を支援する
・美方郡広域事務組合消防事業負担金

［消防団運営費］ 84,282 85,773 △ 1,491 防災安全課 114 頁
消防団の運営を行う

［(目)消防施設費／一般経常費］ 11,438 12,036 △ 598 防災安全課 114 頁
消防施設の維持管理を行う

［消防施設整備費］ 46,689 72,387 △ 25,698 防災安全課 115 頁
消防団活動に必要とされる備品購入、消防施設等の適正な整備・更新を行う 概_23
・防火水槽新設（２箇所）、改修（４箇所）
・消火栓新設改良工事

　　新設（１基）、更新（13基）、移設（２基）
・消防団用備品、消火栓用備品更新（ホース、管鎗、格納箱等）

［(目)災害対策費／一般経常費］ 拡充 24,473 19,046 5,427 防災安全課 115 頁
・防災機器の維持管理等を行う
【新規】ハザードマップを作成する
【新規】津波避難誘導看板を４箇所に設置する
【完了】箇所別土砂災害危険度予測システムを導入する（債務負担行為）

［応急対策費］ 1,696 3,179 △ 1,483 防災安全課 116 頁
台風等の災害に係る応急対策を行う
【完了】［防災行政無線整備事業費］（債務負担行為） 0 294,660 △ 294,660 防災安全課
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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 令和２年度 令和元年度 比較増減 所　管 予算書

(2) 利便性の高いまち 1,965,393 1,734,795 230,598

①道路網の整備 701,208 694,643 6,565

［(目)道路維持費／一般経常費］◆ 46,849 57,168 △ 10,319 建設課 108 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
維持管理を行う

［除雪費］ 236,307 253,262 △ 16,955 建設課 109 頁
・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等を行う

概_24

・除雪ドーザ保有業者の減に伴い、除雪ドーザ１台を補充する
・老朽化した歩道除雪機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）］ 43,525 133,181 △ 89,656 建設課 109 頁
住民生活の利便性と安全性を高めるため、道路の落石対策、通学路等の安全対策等を実施す
る

概_25

①余部御崎線　災害防除（測量設計、工事）
②石寺新屋線　通学路安全対策（工事）

［町道新設改良事業費（単独分）］ 237,902 251,032 △ 13,130 建設課 109 頁
住民生活の利便性と安全性を高めるため、道路施設の計画的な整備、改修を実施する 概_26
①山手若松線他３路線　道路改良（測量設計・工事、用地・物件補償）
②兎和野ハチ北線他３路線　舗装修繕（工事）
③香住226号線　側溝改良（工事）

［町道新設改良事業費（道路メンテナンス事業分）］ 新規 136,625 0 136,625 建設課 110 頁
住民生活の利便性と安全性を確保するため、道路施設の計画的な点検及び修繕を実施する 概_27
①安木1号線〔安木１号線第５号橋〕橋梁修繕（測量設計）
②寺道線〔長楽大橋〕他５橋　橋梁修繕（工事）
③橋梁長寿命化修繕計画（計画策定業務）
④橋梁定期点検　43橋

②公共交通サービスの充実 98,309 85,994 12,315

［但馬空港利用促進費］ 4,660 4,951 △ 291 企画課 44 頁
個人利用、小学校社会見学利用等の航空運賃を助成し、但馬空港の利用を促進する

［地方バス等公共交通維持確保対策事業費］ 36,737 34,279 2,458 企画課 44 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
【新規】バス利用案内作成

［町民バス運営事業費］（債務負担行為） 拡充 56,912 46,764 10,148 企画課 44 頁
・町民バスを運行＜上半期＞ 概_28
【拡充】町民バスの運行見直し＜下半期＞
【新規】バス車両購入（２台・運行見直しに係る）
・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、高齢者運転免許証自主返納者）運賃助成
《再掲》高等学校生徒バス通学助成金（町内在住高校生のバス通学定期代の一部を助成）
《再掲》高齢者バス利用助成金（高齢者の運賃負担を軽減）
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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 令和２年度 令和元年度 比較増減 所　管 予算書

③生活環境の整備 25,916 26,047 △ 131
［火葬場管理費］◆ 7,649 10,078 △ 2,429 町民課 77 頁

香住斎場の管理・運営を行う
施設の機能保全に係る修繕・改修工事の実施（火葬炉耐火材等修繕、燃料予備ポンプ増設）

［美方郡広域事務組合負担金事業費］ 16,100 11,715 4,385 町民課 78 頁
広域美方苑の運営経費を負担する
農業共済の県１組合化により、組合普通負担金の割当増加

［空家等対策適正化事業費］ 2,167 4,254 △ 2,087 建設課 111 頁
空家の適正管理、老朽危険空家の除却を推進する 概_29
【新規】香美町老朽危険空家除却支援事業補助金

④上下水道環境の整備 1,139,960 928,111 211,849

［水道事業企業会計繰出金費］ 110,077 84,876 25,201 財政課 82 頁
水道事業に対する繰出金

［下水道事業企業会計繰出金費］ 1,029,883 843,235 186,648 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 79 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 90 頁
　　　　　　　　　漁業集落排水事業繰出金 96 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 113 頁

「４」　計 2,640,801 2,653,954 △ 13,153

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 令和２年度 令和元年度 比較増減 所　管 予算書

(1) 自然と共生するまち 18,247 26,730 △ 8,483
①自然景観の保全 15,471 19,849 △ 4,378

［海岸漂着物地域対策推進事業費］ 2,000 2,000 0 町民課 78 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
町管理海岸・県港湾課管理海岸・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 6,000 △ 1,000 建設課 96 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
等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：香住漁港海岸（香住、七日市、下浜、今子）

［山陰海岸ジオパーク推進事業費］◆ 6,971 10,349 △ 3,378 観光商工課 100 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_30

・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）

［海岸美化対策事業費］ 1,500 1,500 0 建設課 111 頁
兵庫県（新温泉土木事務所）が管理する香住区各海岸の美化対策事業を受託し、区域内の海
岸美化に努める
※受託海岸：浦上海岸、無南垣海岸、訓谷海岸、安木海岸
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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 令和２年度 令和元年度 比較増減 所　管 予算書

②まちの景観の保全・形成 2,776 6,881 △ 4,105
［香りの花づくり推進事業費］ 1,785 1,985 △ 200 町民課 47 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を行う

［環境対策事業費］◆ 991 4,896 △ 3,905 町民課 78 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

(2) 環境への責任を果たすまち 291,180 351,769 △ 60,589
①循環型社会の構築 291,180 351,171 △ 59,991

［ごみ減量化対策事業費］ 566 791 △ 225 町民課 79 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
・生ごみ処理機購入補助金

［し尿収集費］◆ 1,992 2,745 △ 753 上下水道課 79 頁
し尿の収集を行う

［し尿処理費］ 11,171 11,670 △ 499 上下水道課 80 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］ 94,122 147,678 △ 53,556 上下水道課 80 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

［ごみ収集費］◆ 68,429 93,730 △ 25,301 町民課 80 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
庫設置事業補助等を実施する
・塵芥収集車１台更新（香住区）

［ごみ処理費］ 114,900 94,557 20,343 町民課 81 頁
・災害廃棄物処理計画策定支援業務
　災害時に発生時の状況に即した廃棄物処理の実施を目指す計画書策定の支援
・最終処分場及び浸出水処理施設の管理、運転を行う
　浸出水処理施設整備工事（薬注ポンプ、計装機器、開口部蓋、動力制御盤更新）
・北但行政事務組合へクリーンパーク北但の運営費に対する負担金等を支払う

②低炭素社会への対応 0 598 △ 598
【完了】［バイオマス活用推進事業費］ 0 598 △ 598 農林水産課

(3) 住んでみたいまち住み続けたいまち 271,282 194,609 76,673

①移住定住対策の推進 166,650 86,524 80,126

［移住定住対策費］ 24,805 26,285 △ 1,480 企画課 43 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_31

［ふるさとづくり事業費］ 141,845 60,239 81,606 総務課 47 頁
ふるさと納税者に特産品を送付し交流を図る
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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 令和２年度 令和元年度 比較増減 所　管 予算書

②適正な土地利用の推進 104,632 108,085 △ 3,453
［地籍調査事業費］ 104,632 108,085 △ 3,453 農林水産課 89 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＝0.48 ㎢）
・村岡区：寺河内、大糠、池ケ平、萩山の各一部（換算面積：Ａ＝0.63 ㎢）
・小代区：新屋、茅野、佐坊の各一部（換算面積：Ａ＝1.63 ㎢）

「５」　計 580,709 573,108 7,601

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 令和２年度 令和元年度 比較増減 所　管 予算書

(1) 協働で築かれるまち 56,817 49,149 7,668

①協働のまちづくりの推進 27,229 18,540 8,689

［地域づくり事業費］ 新規 * 11,026 0 11,026 企画課 45 頁
地域再生協働員（県版地域おこし協力隊）を活用し、地域の維持及び活性化を図る 概_32

［地域振興対策費］ 9,553 9,176 377 46 頁
・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
・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

企画課

・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］ 6,650 9,364 △ 2,714 企画課 46 頁

小学校区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、少子高齢化等に起因するさまざまな地域課題の解決や地域づく
りに総合的に取り組み、これからの「地域での暮らし」を維持していく取り組みである「新
しい地域コミュニティづくり」を推進する

概_33

②町民参加の推進 23,640 23,824 △ 184
［連合自治会費］ 23,640 23,824 △ 184 総務課 46 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 23 25 △ 2
［男女共同参画推進事業費］ 23 25 △ 2 町民課 64 頁

男女共同参画の推進にかかる啓発等を行う

④人権の尊重 5,925 6,760 △ 835
［人権啓発事業費］ 1,926 2,196 △ 270 町民課 63 頁

人権が尊重される社会を目指し啓発活動を行う

［(目)人権教育費］ 3,999 4,564 △ 565 町民課 151 頁
町人権教育研究協議会への補助金の支払い等により人権教育の啓発を推進する

「６」　計 56,817 49,149 7,668
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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 令和２年度 令和元年度 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 2,976,250 2,569,684 406,566

①地域情報化の推進 319,419 260,789 58,630

［電算システム開発事業費］ 拡充 153,852 95,604 58,248 企画課 37 頁
各種電算システムの改修および維持管理を円滑に運用し、住民サービスの向上を図る 概_34

［電算システム運営事業費］ 125,184 124,291 893 企画課 37 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］ 31,640 32,887 △ 1,247 企画課 38 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］ 8,743 8,007 736 町民課 51 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

②開かれた町政の推進 3,645 3,819 △ 174
［文書広報費］ 3,645 3,819 △ 174 企画課 38 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 320,921 88,914 232,007

［庁舎管理費］≪一部・設計監理委託料/工事請負費≫ 拡充 153,089 27,985 125,104 総務課 40 頁
本庁舎の安全で適正な施設管理及び長寿命化の促進を図るため、壁タイル等補修工事並びに
非常用発電設備更新工事を実施する

概_35

［小代地域局庁舎建設事業費］（債務負担行為） 167,832 60,929 106,903 小代地域局 42 頁
公共施設等総合管理計画に基づき安全性確保のための更新を実施し、公共施設の適正管理を
行う

概_36

町民と協働した柔軟かつ効率的な施設をつくり、町民本意の高い行政サービスの提供を行う

④健全な財政運営の推進 2,332,265 2,216,162 116,103

［減債基金費］ 99,336 116,448 △ 17,112 財政課 39 頁
・繰上償還の本来償還年度の元金相当額の積立
・令和３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］ 300,107 130,007 170,100 財政課 39 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） 1,829,463 1,836,309 △ 6,846 財政課 161 頁
［町債元金償還費］　（繰上償還分） 8,400 21,366 △ 12,966
［町債利子償還費］　（通常分） 94,335 111,630 △ 17,295 財政課 161 頁

［公債諸費］ 624 402 222 財政課 161 頁

「７」　計 2,976,250 2,569,684 406,566

※ 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、令和元年度当初予算と令和２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。
※ ３　事業名の末尾に「◆」がついている事業は、会計年度任用職員制度の導入に伴い、これまで当該事業に計上していた人件費を

各費目の一般経常費に集約して計上することとしたため、前年度比較の増減が大きくなっているものです。
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【再掲】 令和２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）　 令和２年度 令和元年度 比較増減

１．ふるさとを担う子どもを育むまち 1,640,140 1,644,940 △ 4,800
２．若者がいきいきと働くまち 1,169,840 929,467 240,373

３．みんなが安心して暮らせる健康長寿のまち 2,376,265 2,296,199 80,066

４．みんなで創る魅力あるまち 2,640,801 2,653,954 △ 13,153
５．地域の豊かな資源を生かすまち 580,709 573,108 7,601

６．協働によるまちづくりの推進 56,817 49,149 7,668

７．経営的視点にたった行財政運営の推進 2,976,250 2,569,684 406,566

　　合　　計 11,440,822 10,716,501 724,321

※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。



№ 1 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 4

項 1

目 1

細目 14

細々目 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

751 82

【事業の目的】

＜新規実施分＞妊娠・出産・子育て期の切れ目のない支援体制の構築

【事業の概要】

＜新規実施分＞

１　産後ケアリストを活用した、妊娠・出産・子育て期を通した妊産婦及び家族への子育て支援

　　　・保健師・助産師による新生児訪問後に、継続してサポートを必要とする母子への訪問

　　報償費　@5,000円×10人×２回＋1,500円×10回 115 千円

　　　・月に1回子育て世代包括支援センターを1日開放し、母親達がゆっくり過ごせるママカフェ

サロンを開催し、産後ケアリストが子育て等の相談に応じながら心の支援を行うほか、

これまでに実施している育児教室等でも主体的に支援する。

　　ママカフェサロン　報償費　@7,000円×12回

　　子育て教室　　　　報償費　@5,000円×24回 204 千円

２　祖父母・子育て支援者等への子育て教室

　　　・子育て中の保護者と祖父母や地域住民が一緒に子育てについて学ぶことで互いの理解を

深め、地域の子育て力を高めることができる教室を開催する。

　　講師　　 　　在宅助産師、保育士等

　　講師料　　　@10,000円×６回 60 千円

【主な財源】

母子保健衛生費補助金（国費） 補助率1/2 751 千円

75

衛生費 所管

保健衛生費 健康課

区分 保健衛生総務費 区分

子育て世代包括支援センター事業費 拡充

子育て世代包括支援センター事業費

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

予算額
本年度（R2） 前年度（R元） 増減

2,016 1,851 165

財源内訳
県支出金 一般財源

30 1,153

　核家族化の進行や祖父母の就業等により、サポートが期待できない環境にいる妊産婦が増
え、孤立化が進む要因となっている。そこで、資格を有する産後ケアリストを活用して母子の心の
支援をする。
　また、祖父母をはじめとする子育て支援者と子育て世代の親たちが子育てについて学び、情報
を得ることで、お互いに子育ての理解が深められるようにする。



№ 2 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 10

項 3

目 2

細目 21

細々目 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

0 0 0 1,808

【事業の目的】

　全日程英語によるセミナーと、英語能力判定テストを実施し生徒の英語力の向上を目的とする。

【事業の概要】

○セミナー事業概要

　長期休業中を活用し、町内中学生を対象とした全日程英語によるセミナーを実施する。

　企画運営については専門業者に委託し講師派遣を受け、コミュニケーションを必要とする環境を

提供し、日常生活や時事問題についての理解と情報交換、表現ができる能力を養う機会とする。

　また、様々な活動を楽しみながら、英語による「聞く力・読む力・話す力・書く力」を高める。

・長期休業中に１か所、２日間実施

・中学３年生希望者

○事業費内訳

　セミナー　　　　　　　　　1,668千円（令和２年度新規）

　英語能力判定テスト　　 199千円（令和元年度から事業実施）

【主な財源】

事業参加料 8 千円

ふるさとづくり基金繰入金 1,800 千円

財源内訳
県支出金 一般財源

0 59

予算額
本年度（R2） 前年度（R元） 増減

1,867 0 1,867

中学校英語力スキルアップ事業費

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 教育振興費 区分

中学校英語力スキルアップ事業費 新規

135

教育費 所管

中学校費 こども教育課



№ 3 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 10

項 1

目 2

細目 15

細々目 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

【事業の目的】

【事業の概要】

●第２期香美町教育振興基本計画策定事業

（１）令和２年度

　計画策定に向けて町民アンケートを実施、結果のまとめ・分析を行う。

　①教育振興基本計画調査業務委託料　　 1,681 千円

　　・委託内容：町民アンケートの設計・入力・集計・分析・報告作業

　②消耗品費（アンケート用紙、封筒等）、郵券料（@84×1,000人、@94×1,000人） 208 千円

（2）令和３年度

【主な財源】

　令和２年度は、町民、保護者、児童・生徒及び教職員が教育に対して何を望み、どう考えてい
るのかという現状を把握・分析し計画策定の基礎資料とするため、アンケート調査を実施する。

　　・調査対象
　　　ア　児童生徒：小学生（５年生）、中学生（２年生）　約230人
　　　イ　保護者　：約1,250人（幼稚園～中学校）
　　　ウ　教職員　： 約200人（県費負担正規教職員）
　　　エ　一般町民：1,000人（無作為抽出による18歳以上の地域住民）

　（仮称）第２期香美町教育振興基本計画策定委員会を設置し、アンケート結果等を参考に計画
策定を行う。

財源内訳
県支出金 一般財源

1,889

　教育基本法第117条第2項の規定により、本町教育の指針となる第２期香美町教育振興基本
計画（令和４年度～13年度）を策定することを目的とする。

予算額
本年度（R2） 前年度（R元） 増減

1,889 0 1,889

教育振興基本計画策定事業費

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 事務局費 区分

教育振興基本計画策定事業費 新規

教育費 所管

教育総務費 教育総務課

119



№ 4 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 10

項 1

目 2

細目 16

細々目 11

基本方針 1 ふるさとを担う子どもを育むまち

基本計画 1 次代を担う子どもを育むまち

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

1,250 11,000

【事業の目的】

【事業の概要】

１．高校魅力化支援交付金

　(1)　高校魅力化活動支援　 1,000 千円

　(2)　生徒募集活動支援 1,500 千円

２．高等学校生徒下宿費補助金（教育総務課）

11,040 千円

補助額：下宿代金から食費・光熱水費を控除した額（月額上限40,000円）

【主な財源】

１．高校魅力化支援交付金

地方創生推進交付金（国費） 補助率　1/2 1,250 千円

２．高等学校生徒下宿費補助金（教育総務課）

過疎地域自立促進特別事業債　［過疎対策事業債］ 11,000 千円

幼小中高が連携した特色ある「ふるさと教育」や、地域や大学と連携した教育活
動など、両高等学校の特色を活かした高校の魅力化の取組に要する経費

県内や全国での生徒募集活動への参画、PR活動に要する経費

119

総務費 所管

総務教育費 企画課

区分 事務局費 教育総務課

高校魅力化支援事業費 区分

高校魅力化支援事業

　香住高等学校と村岡高等学校が行う、地域と連携する教育活動や特色ある取組に対して支援
を行う。さらに、高校の地域外からの生徒募集の強化を支援することで、教育移住者の定着と関
係人口づくりに繋げる。これにより、高校の魅力化を図り、地域に愛着と誇りを持つことのできる
人材を育成し、新たな人の流れの好循環づくりを促進する。

財源内訳
県支出金 一般財源

1,290

高校魅力化支援事業費 新規

総合計画

予算額
本年度（R2） 前年度（R元） 増減

13,540 7,680 5,860

町内の高等学校に在学する生徒のうち、遠距離等により通学が困難な生徒が
町内で下宿する場合に、その保護者に対し下宿費を補助する。



№ 5 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 10

項 6

目 4

細目 1

細々目 －

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

12,600

【事業の目的】

＜学校給食関係諸事業＞

・令和３年４月１日予定の小代学校給食センターの統廃合に向け必要となる、村岡学校給食センター

の施設、設備及び備品等の整備を行う。

・香住学校給食センターの老朽設備の改修を行う。

【事業の概要】

工事請負費 5,335 千円

・小代給食センターの既存配送車が格納できるよう川会倉庫のシャッターを改修

・香住学校給食センター重油タンク改修工事　ほか

庁用備品購入費 3,119 千円

・コンテナ購入（小代小用２台、小代中用１台）

・主菜用保温食缶購入

機械器具備品購入費 4,191 千円

・コンテナイン消毒保管庫増設

（給食センター統合関連事業）

　小学校施設営繕事業費

・小代小学校給食搬入口整備

　保育所施設整備事業費（こども教育課）

・小代認定こども園調理室整備

【主な財源】

特別支援学校給食事業委託金（県費） 2,799 千円

ふるさとづくり基金繰入金 12,600 千円

予算額
本年度（R2） 前年度（R元） 増減

172,528 145,760 26,768

財源内訳
県支出金 一般財源

2,799 157,129

－

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 学校給食費 区分

一般経常費 拡充

158

教育費 所管

保健体育費 教育総務課



№ 6 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 10

項 6

目 1

細目 22

細々目 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

0 0 0 175

【事業の目的】

【事業の概要】

＜生涯学習課分＞
1　日本体育大学による講演会、講習・実技指導の実施（2回） 729 千円
　　開催：10月～12月（予定）
　　場所：香住B＆G海洋センター体育館（予定）
　　対象人数：50人程度

2　町内各地を走るトーチリレーの開催（1回） 149 千円
　　開催：8月下旬
　　コース：起点香美町役場～中継地点小代地域局～終点村岡地域局　42.195㎞
　　起点、中継、終点でセレモニーを実施
　　対象人数：43人　※小中学生が中心

3　ナイター陸上記録会の開催（1回） 258 千円
　　開催：8月下旬　※トーチリレー同日
　　場所：村岡中学校グラウンド（計画）
　　5種目（50m、100m、800m、1,500m、400mリレー）
　　対象人数：420人（計画）、5クラス（小学3・4年生､小学5・6年生､中学生､一般男子､一般女子）

4　オリンピック観戦ツアーの実施（2泊3日　内車中1泊） 2,276 千円
　　実施：8月25日（土）～27日（月）
　　場所：東京ウォーターフロントシティ（有明アリーナ、有明体操競技場）、泊：千葉県白子町
　　観戦種目：バレーボール女子予選2試合、体操女子予選　（共に26日）
　　対象者：町内中学1年生、引率含む40人

＜福祉課分＞
　パラリンピック聖火フェスティバルは兵庫県下全市町が取組む。本町では障害者福祉施設の
利用者に協力いただき採火式を実施する。
　・ パラリンピック聖火フェスティバル関連費用 422 千円

【主な財源】

　オリンピックを契機としたスポーツの推進を行う。日本体育大学との「スポーツ・体育振興に関
する協定」に基づきスポーツのレベル向上、交流を図る。
　また、東京2020パラリンピック聖火フェスティバルでは、全国各地から様々な火を集め、聖火と
することとされており、香美町もその一つとして採火式に取り組む。

153

教育費 所管

保健体育費 生涯学習課

区分 保健体育総務費 福祉課

東京オリンピック・パラリンピック推進事業費 区分

東京オリンピック・パラリンピック推進事業費 新規

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

予算額
本年度（R2） 前年度（R元） 増減

3,834 0 3,834

財源内訳
県支出金 一般財源

0 3,659



№ 7 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 2

項 1

目 7

細目 53

細々目 －

基本方針 2

基本計画 １

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】

地域おこし協力隊員８人（継続４人＋新規４人） 35,706 千円

１．隊員の報酬 21,871 千円

(1) 会計年度任用職員報酬（８人）

２．隊員の活動業務、活動費 12,428 千円

(1) 高校支援教育コーディネーター業務（委託）

(2) 観光情報発信推進業務

(3) 木の駅プロジェクト業務（委託）

(4) 但馬高原植物園活性化推進業務（委託）

(5) 移住就活コーディネーター業務

(6) かすみ水産業振興拡大業務（委託）

(7) 「日本で最も美しい村香美町小代」運営業務（委託）

(8) 【新規】中山間地域の農業支援業務（委託）

３．隊員起業支援及び募集関係 1,407 千円

香美町地域おこし協力隊起業支援補助金

全国募集会経費　等

【主な財源】

区分 企画費 区分

地域おこし協力隊活動事業費 拡充

45

総務費 所管

総務管理費 企画課

36,062 △ 356

－

総合計画
若者がいきいきと働くまち

次代へつなぐ農林水産業を振興するまち

増減

財源内訳
県支出金 一般財源

35,706

　「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・情報発信等
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。

予算額
本年度（R2） 前年度（R元）

35,706



№ 8 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 6

項 1

目 5

細目 21

細々目 11

基本方針 2

基本計画 1

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

14,400 6,900

【事業の目的】

【事業の概要】

　農地耕作条件改善事業

○ 香住区大野地区　　事業費 33,000 千円

・委託料　　　　実施設計業務　１式

・工事請負費　水路改修Ｌ＝５５０m

○ 村岡区大糠地区　　事業費 36,000 千円

・委託料　　　　実施設計業務　１式 

・工事請負費　水路改修Ｌ＝７０ｍ

国庫補助事業　（農地耕作条件改善事業） の補助率

・国：55％、県：14％、町：21％、受益者：10％

【主な財源】

農地耕作条件改善事業補助金（国費・県費） 国55％、県14％ 47,610 千円

農地耕作条件改善事業債　［過疎対策事業債］ 14,400 千円

農地耕作条件改善事業分担金 6,900 千円

区分 農地費 区分

農地耕作条件改善事業費 新規

90

農林水産業費 所管

農業費 農林水産課

予算額
本年度（R2） 前年度（R元） 増減

69,000 0 69,000

農地耕作条件改善事業費

総合計画
若者がいきいきと働くまち

次代へつなぐ農林水産業を振興するまち

財源内訳
県支出金 一般財源

47,610 90

　香住区大野地区10.6ha及び村岡区大糠地区14.1haの水田農業の効率化、農地保全を図るた
め、用水路の改修整備を行う。



№ 9 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 6

項 2

目 2

細目 23

細々目 11

基本方針 2

基本計画 1

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

0 0 0 0

【事業の目的】

【事業の概要】

　○森林環境譲与税の活用

 　「新たな森林経営管理システム」（森林経営管理制度）への取り組み

 　　・森林環境経営管理計画の策定 700 千円

 　　・条件不利地間伐推進事業の実施　 8,100 千円

 　　・森林ＧＩＳシステムの整備 2,000 千円

 　　・企業CSR（社会貢献活動）誘致による森林整備と地域活性化事業 500 千円

1,100 千円

 　　・千古の森管理委託料 139 千円

 　　・木の駅プロジェクト補助金 250 千円

　　 ・町単伐倒駆除委託料（枯損木、風倒木、危険木等） 475 千円

計 13,264 千円

（総務費 ： 基金積立金　18,236千円 ）

【主な財源】

93

農林水産業費 所管

区分 林業振興費 区分

森林環境経営管理事業費 拡充

林業費 農林水産課

予算額
本年度（R2） 前年度（R元） 増減

13,264 13,000 264

森林環境経営管理事業費

総合計画
若者がいきいきと働くまち

次代へつなぐ農林水産業を振興するまち

財源内訳
県支出金 一般財源

0 13,264

　令和元年度から各自治体に配分される森林環境譲与税を活用し、間伐等の森林整備や森林
に関わる人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等を進めることにより、森林資
源の適切な管理を推進する。

 　　・「森と海の連携事業」矢田川を基軸とした、植樹活動を通じた森林公益性への意識啓発



№ 10 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 6

項 3

目 2

細目 3

細々目 11

基本方針 2

基本計画 1

国庫支出金 町債 諸収入 その他特財

0 40,100 517 0

【事業の目的】

【事業の概要】

　＜新規事業分＞

　　■漁業共同利用施設整備事業 392,467 千円

○施設概要

自動製氷搬出施設

　　鉄骨造3階建450㎡

　　製氷30トン/日、　貯氷100トン

○整備事業費：654,114千円（国50％、県7％、町3％、漁協40％）

国、県、町補助金（60％）　392,467千円

【主な財源】

漁業共同利用施設整備事業債　［過疎対策事業債］ 19,600 千円

過疎地域自立促進特別事業債　［過疎対策事業債］ 20,500 千円

漁業経営構造改善事業補助金（国費・県費） 国50％、県７％ 372,844 千円

香住東港水産加工排水処理場汚泥処分負担金 517 千円

水産業費 農林水産課

95

農林水産業費 所管

　本町では沖合底びき網漁業、べにかご漁業等が盛んに行われており、いずれも大量の氷を必要とす
る。但馬漁協の既存の製氷貯氷施設は昭和46年に整備したものであり、老朽化が著しく、度々の故障
により氷の調達に苦慮している。
　また、既存の製氷貯氷施設から氷を出庫し、エアー搬送装置へセットするための運用に多くの時間と
人手が必要な状況にある。
　さらに、べにかご漁船が船団を組んで一斉に出港する際や、沖合底びき網漁業も出航時間が重なる
ことが多く、出航前の氷積込み渋滞が発生している。
　このため、製氷とエアー搬送までを自動化（24時間）することにより、氷積込み渋滞の解消とともに常
駐職員を削減しコスト縮減、船員の労働時間短縮による労働環境改善を図る。

財源内訳
県支出金 一般財源

372,844 4,346

　水産業振興を図るため、漁業、水産加工業の活性化支援、魚食普及や地産地消、水産物ＰＲ
等を推進する。

予算額
本年度（R2） 前年度（R元） 増減

417,807 34,700 383,107

水産業振興事業費

総合計画
若者がいきいきと働くまち

次代へつなぐ農林水産業を振興するまち

区分 水産振興費 区分

水産業振興事業費 拡充



№ 11 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 7

項 1

目 2

細目 6

細々目 11

基本方針 2

基本計画 1

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. ものづくり支援事業補助金 1,000 千円

2. 【拡充】ものづくり支援事業委託料 1,000 千円

【主な財源】

ひょうご地域創生交付金（県費） 補助率1/2 750 千円

区分 商工業振興費 区分

６次産業化推進事業 拡充

98

商工費 所管

商工費 観光商工課

予算額
本年度（R2） 前年度（R元） 増減

2,080 1,100 980

６次産業化推進事業

総合計画
若者がいきいきと働くまち

次代へつなぐ農林水産業を振興するまち

事業化を目的とした新製品、新技術、新サービスの開発や既存品の改良、生産方式の改
善に関する事業、農林水産物を用いた新たな加工品の製造及び販売に取組む事業に補
助を行う。

新製品開発にあたり、専門家による財務や経営、販路開拓など必要な知識を学ぶための
セミナーの開催など、商工会に委託し実施する。

財源内訳
県支出金 一般財源

750 1,330

地域資源を活用し、地域の活性化と商工業の振興を図る。



№ 12 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 7

項 1

目 2

細目 3

細々目 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 1,500 千円

2. 事業承継推進事業委託料 1,500 千円

3. 社員住宅改修費補助金 1,000 千円

4. 設備投資支援事業補助金 1,500 千円

5. 地域産業活性化人材育成支援事業補助金 1,200 千円

6, 【新規】　職場環境改善支援補助金 850 千円

【主な財源】

ひょうご地域創生交付金（県費） 補助率1/2 3,600 千円

98

商工費 所管

地域しごと支援事業費 拡充

地域しごと支援事業費

商工費 観光商工課

区分 商工業振興費 区分

財源内訳
県支出金 一般財源

3,600 4,179

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。

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（R2） 前年度（R元） 増減

7,779 8,754 △ 975

①　社内研修　@150,000×３件

②　従業員研修　＠20,000×20件

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。

町内の小規模、零細事業所等が設備機器等の更新等に際して必要となる経費の一部に
対して補助を行う。

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。

仕事と生活の調和を図り、働きやすい職場環境づくりに向けた講演会の開催、および研修
会への参加経費の一部に対して補助を行う。



№ 13 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 7

項 1

目 2

細目 10

細々目 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 2,000 千円

2.  工場等設置奨励金 3,877 千円

【主な財源】

ひょうご地域創生交付金（県費） 補助率1/2 750 千円

98

商工費 所管

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

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（R2） 前年度（R元） 増減

5,877 6,136 △ 259

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。

@500千円×４件

　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。

財源内訳
県支出金 一般財源

750 5,127

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。



№ 14 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 7

項 1

目 4

細目 5

細々目 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】

　香美町観光ＰＲを行うため広く観光大使を募集し、情報発信を行う。

【事業の概要】

1 報償費 840千円

香美町観光大使交流会を開催し、香美町の情報を提供するとともに人事交流を図る

【時　期】　令和２年10月頃（予定）

【場　所】　香美町内

【内　容】　交流会（香美町の映像、情報提供、人事交流）

【参加者】　観光大使60人程度、町内観光関係者等

【費　用】　観光大使で香美町に来られた方へ謝金支給（宿泊費用、旅費の費用の一部）

【その他】　希望者には町内観光地ツアーを実施（予定）

2 消耗品費 70千円

大使証、大使名刺印刷用紙ほか

3 郵便料

イベント情報誌などの郵便料 237千円

【主な財源】

101

商工費 所管

観光大使活動事業費 拡充

観光大使活動事業費

商工費 観光商工課

区分 観光費 区分

財源内訳
県支出金 一般財源

1,147

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（R2） 前年度（R元） 増減

1,147 326 821



№ 15 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 7

項 1

目 4

細目 23

細々目 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

63,500 9,825

【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 832 千円

・ハチ北温泉湯治の郷ボイラー更新工事設計監理業務

・香住観光案内所建築工事設計監理業務

2 工事請負費 64,558 千円

・ハチ北温泉湯治の郷ボイラー更新工事

・小代ゴンドラリフト索道設備整備工事

　　支柱点検整備工事（11/19本）

　　支えい索切り詰め工事

・観光看板撤去工事

　　村岡区長板、養父市

・香住観光案内所建築工事

3 負担金補助及び交付金 9,885 千円

・温泉地域整備事業費補助金（ハチ北温泉、佐津温泉、柴山温泉）

・観光施設整備事業補助金

　　三田浜海水浴場公衆便所整備事業

【主な財源】

民間活動等支援交流センター整備事業債　［過疎対策事業債］ 5,200 千円

小代ゴンドラリフト整備事業債　［過疎対策事業債］ 29,900 千円

香住観光案内所整備事業債　［過疎対策事業債］ 28,400 千円

温泉地域開発基金繰入金 3,125 千円

ふるさとづくり基金繰入金 6,700 千円

106

区分 観光費 区分

観光開発整備事業費

商工費 所管

商工費 観光商工課

予算額
本年度（R2） 前年度（R元） 増減

75,255 129,896 △ 54,641

観光開発整備事業費

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

財源内訳
県支出金 一般財源

1,930





香住観光案内所

完成イメージ図





№ 16 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 4

項 1

目 1

細目 2

細々目 －

基本方針 3

基本計画 1

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

61 7,100

【事業の目的】

＜新規実施分＞

妊娠・出産・子育て期の育児情報をきめ細やかに届けるため母子手帳アプリを導入し育児不安や育児

負担の軽減をはかる。

【事業の概要】

【新規】子育て情報アプリの導入

対象：妊娠・出産・育児中の母親、父親や一般住民

内容：妊娠期から子育て期までの育児情報をスマホアプリ「母子モ」で提供する。

町は子育てに必要な情報を随時入力更新し、

対象者はスマホアプリ「母子モ」を取り入れ情報収集を行う。

（予防接種スケジュールを自動作成、地域の子育て情報配信、乳幼児健診情報配信、

乳幼児の身長・体重などの自動グラフ化などの活用）

費用： 月額利用料@20,000円×12か月×1.1 264 千円

【主な財源】

73

衛生費 所管

保健衛生費 健康課

区分 保健衛生総務費 区分

母子保健対策費

－

総合計画
みんなが安心して暮らせる健康長寿のまち

健やかに暮らせるまち

予算額
本年度（R2） 前年度（R元） 増減

12,512 14,793 △ 2,281

財源内訳
県支出金 一般財源

236 264



№ 17 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 3

項 1

目 2

細目 15

細々目 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

12,200

【事業の目的】

【事業の概要】

緊急通報システムの運用を行うにあたり、美方広域消防本部に設置するセンター設備の更新が

必要なため、これを機に緊急通報センター業務等を民間業者へ委託することで、緊急対応以外に相

談業務の実施等、利用者サービスを充実させる。

１　緊急通報システム業務委託料 1,675 千円

民間によるセンター業務開始（Ｒ２年度内に設置機器を全て移行）

→委託業務（緊急通報センター運用、機器設置、機器保守、相談業務等）

２　機械器具レンタル料

民間委託移行完了までの間における通報システムの機器レンタル料 4,068 千円

３　緊急通報システム運営負担金

美方広域消防本部における緊急通報システム運営負担金 6,510 千円

【追加する機能】

　「相談業務」…看護師等との健康相談

　「お伺い電話」…定期的な電話連絡による利用者環境の変動把握や通報テスト

【主な財源】

過疎地域自立促進特別事業債　［過疎対策事業債］ 12,200 千円

　一人暮らし高齢者などで緊急時に対応が難しい世帯に設置している緊急通報システムの民間
委託による再整備により、緊急対応以外に相談業務の実施、利用サービスの拡充を行うことで、
在宅福祉の向上を図る。

社会福祉費 福祉課

財源内訳
県支出金 一般財源

53

予算額
本年度（R2） 前年度（R元） 増減

12,253 12,163 90

緊急通報システム事業費

総合計画
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

区分 老人福祉費 区分

緊急通報システム事業費

61

民生費 所管



№ 18 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 3

項 1

目 2

細目 42

細々目 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

3,700

【事業の目的】

　今後不足が見込まれる介護職員確保のため、新規就労者及び採用事業者に助成金を交付する。

また、介護職に必要な初任者研修等の受講費用の助成を行う。

【事業の概要】

（主な事業費）

１　介護の仕事に必要な資格取得のために受講する研修の受講料の一部を助成する。 603 千円

　　令和２年度事業費　　介護職員初任者研修等受講者支援事業助成金

２　人材確保と介護職員の処遇改善を目的とした助成制度を実施。

　　町内事業所への新規介護職員就業者に対し３年間助成金を交付するとともに、

　同就業者を３年以上継続して雇用した事業所に対して助成金を交付する。

　　《助成内容及び事業費》

①　新規介護職員就業者への助成【継続】 1,900 千円

　　・１年経過後５万円、２年経過後10万円、３年経過後15万円を交付

　　・対象者は就業時に40歳以下で町内に住所を有するか転入した者

　　・就業時に25歳以下の者は各年の助成額に５万円を加算

②　事業者への助成【新規】 1,800 千円

　　・上記①の新規就業者を３年以上継続して雇用した事業所に対し、

　　　同就業者１人あたり30万円を交付

③　助成期間　平成29年度から令和２年度中の新規採用者について助成

　　・助成金支給は平成30年度～令和５年度

【主な財源】

介護人材確保支援事業費補助金（県費） ≒対象事業費　546千円×3/4 409 千円

ふるさとづくり基金繰入金 3,700 千円

区分

介護職員確保対策事業費 拡充

財源内訳
県支出金 一般財源

409 197

予算額
本年度（R2） 前年度（R元） 増減
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民生費 所管

社会福祉費 福祉課

区分 老人福祉費

介護職員確保対策事業費

総合計画
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

4,306 1,569 2,737



№ 19 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 3

項 1

目 1

細目 23

細々目 －

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

4,108

【事業の目的】

＜新規実施分＞基幹相談支援センター事業

【事業の概要】

【新規】基幹相談支援センター事業

169 千円

129 千円

　　個人情報保管用キャビネット、専門書籍購入等

【主な財源】

＜新規実施分＞基幹相談支援センター事業

地域生活支援事業補助金（国費） ＝事業費×35％ 105 千円

地域生活支援事業補助金（県費） ＝事業費×20％ 59 千円

２．センター開設に伴う事務関係諸費

１．.総合的・専門的な相談支援の実施

２．相談支援体制の強化

３．地域移行・地域定着促進

４．権利擁護・虐待の防止

　以上の事業を実施するための事業費

（主な事業費）

１．センター開設に伴う専門研修受講及び会議参加のための旅費

　　相談支援専門員研修受講に係る旅費及び研修負担金　　

58

民生費 所管

社会福祉費 福祉課

－

総合計画
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

区分 社会福祉総務費 区分

地域生活支援事業費 拡充

　国・県は、障害児者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能を、地域の実
情に応じた創意工夫により整備する「地域生活支援拠点等の整備」に令和２年度中に取組み、障害児
者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築することとしている。
　本町は、その方針に基づき、第５期障害福祉計画の中で令和２年度中に地域生活支援拠点を整備
することにしており、相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるなど相談支援機能の強化を図る中
核的な機関として令和２年度から基幹相談支援センターを設置する。

予算額
本年度（R2） 前年度（R元） 増減

25,668 27,076 △ 1,408

財源内訳
県支出金 一般財源

3,457 18,103



№ 20 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 3

項 1

目 1

細目 62

細々目 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

700

【事業の目的】

【事業の概要】

（主な事業費）

１　人材確保と介護職員の処遇改善を目的とした助成制度を実施。

　　町内事業所への新規介護職員就業者に対し３年間助成金を交付する。

　　《助成内容及び事業費》

①　新規介護職員就業者への助成【新規】 750 千円

　　・１年経過後５万円、２年経過後10万円、３年経過後15万円を交付

　　・対象者は就業時に40歳以下で町内に住所を有するか転入した者

　　・就業時に25歳以下の者は各年の助成額に５万円を加算

②　助成期間　令和元年度から令和２年度中の新規採用者について助成

　　・助成金支給は令和２年度～令和５年度

【主な財源】

ふるさとづくり基金繰入金 700 千円

　今後不足が見込まれる障害者介護職員の確保のため、新規就労者に助成金を交付する。

区分 社会福祉総務費 区分

障害者介護職員確保対策事業費 新規

60

民生費 所管

社会福祉費 福祉課

予算額
本年度（R2） 前年度（R元） 増減

750 0 750

障害者介護職員確保対策事業費

総合計画
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

財源内訳
県支出金 一般財源

50



№ 21 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 8

項 1

目 1

細目 2

細々目 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

22,300

【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 29,000 5% 1,450

継続 150,000 5% 7,500

継続 65,000 10% 6,500

継続 5,000 5% 250

継続 5,000 10% 500

継続 5,000 10% 500

継続 80,000 10% 8,000

339,000 24,700

【主な財源】

急傾斜地崩壊対策事業債　［防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債：西地区］

＝急傾斜地対策事業費負担金1,450千円×100％ 1,400 千円

急傾斜地崩壊対策事業債　［公共事業等債：その他地区］

＝急傾斜地対策事業費負担金23,250千円×90％ 20,900 千円

107

土木費 所管

土木管理費 建設課

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

財源内訳
県支出金 一般財源

2,400

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（R2） 前年度（R元） 増減

24,700 9,400 15,300

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

香住区西

村岡区日影

村岡区高井(2)

村岡区大野(1)

村岡区和田(3)

香住区隼人

香住区市午(2)

計



№ 22 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 8

項 3

目 1

細目 1

細々目 51

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

50,500

【事業の目的】

自然災害などから町民を守り、安全・安心に暮らせるまちづくりを進める。

【事業の概要】

兵庫県の委託を受け砂防河川の流路工整備工事を実施する。

また、集中豪雨や台風などによる被害を防ぐため河川改良及び修繕工事を実施する。

１．工事請負費 71,000 千円

　（１）起債事業

　　①センダ川　河川改良工事 香住区市午　 Ｌ＝250ｍ

　　②空山川　河川改良工事 小代区茅野 Ｌ＝55ｍ

　（２）県委託事業

　　①大門川　流路工整備工事 村岡区和池 Ｌ＝150ｍ

　（３）町単独事業

　　①アオン谷川　護岸修繕工事 香住区畑　 Ｌ＝20ｍ

　　②西谷川　護岸修繕工事 香住区浜安木 Ｌ＝5ｍ

　　③浦上川　河川修繕工事 香住区浦上 Ｎ＝1か所

　　④東谷川　河川修繕工事 小代区大谷 Ｎ＝1か所

２．負担金補助及び交付金 111 千円

　（１）兵庫県治水・防災協会費

３．物件移転補償費 34,000 千円

　（１）センダ川河川改良　物件補償 香住区市午　

　（２）大門川河川改良　物件補償 村岡区和池

【主な財源】

流路工整備委託金（県費）　※大門川 52,300 千円

緊急自然災害防止対策事業債　※センダ川、空山川 充当率 100％ 50,500 千円

110

土木費 所管

河川費 建設課

区分 河川総務費 区分

一般経常費

財源内訳
県支出金 一般財源

52,300 2,311

河川総務関係諸事業

総合計画
みんなで創る魅力あるまち

災害に強いまち

予算額
本年度（R2） 前年度（R元） 増減

105,111 16,834 88,277



№ 23 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 9

項 1

目 3

細目 2

細々目 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

6,282 18,500 190 10,900

【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】

○消耗品関係 1,500 千円

　・消防団員ヘルメット更新、耐切創性手袋配備

○工事関係 29,000 千円

　・防火水槽新設工事（香住区中野、香住区浜安木）

　・防火水槽改修工事村岡区萩山・高井、小代区実山２基）　　

○機械器具備品関係 7,600 千円

　・消防小型動力ポンプ更新（香住第３分団第３部）

　・消防団用備品、消火栓用備品更新　

○消火栓新設改良工事関係 8,436 千円

　【新設】　　村岡区１基（高井）

　【更新】　　香住区８基（一日市４基、香住２基、間室、丹生地）

　　　　　　　 村岡区５基（西本町、原、萩山、大笹２基）

　【移設】　　香住区２基（若松、沖浦）

【主な財源】

消防施設整備事業債　［過疎対策事業債］ 18,500 千円

消防団設備整備費補助金（国費） 補助率　1/3 796 千円

消防防災施設整備費補助金（国費） 補助率　基準額5,486千円×1/2×2基 5,486 千円

地域振興基金繰入金 1,900 千円

ふるさとづくり基金繰入金 4,000 千円

公共施設等管理基金繰入金 5,000 千円

10,817

115

消防費 所管

消防費 防災安全課

区分 消防施設費 区分

消防施設整備費

※消防指令車（香住支団）は、電源立地地域対策事業費で整備

消防施設整備費

総合計画

予算額
本年度（R2） 前年度（R元） 増減

46,689 72,387 △ 25,698

財源内訳
県支出金 一般財源



№ 24 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 8

項 2

目 2

細目 2

細々目 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

36,376 15,200 767 403

【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

105 0 52,591 17,428

145 21,991 95,453 17,700

80 25,170 54,920 3,290

330 47,161 202,964 38,418

②主な費用

 ・除雪委託料 150,000 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 8,000 千円

 ・消雪装置維持修繕工事 9,600 千円

 ・除雪車両購入費（11ｔ級除雪ドーザ　1台、歩道除雪機　1台） 46,400 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 5,734 千円

　　 （国費） ＝除雪機械購入に係る交付金対象事業費 ×2/3 30,466 千円

・歩道除雪作業委託金（国費） ＝歩道（国道）除雪作業費×100％ 176 千円

・歩道除雪作業委託金（県費） ＝歩道（県道）除雪作業費×100％ 3,229 千円

・除雪ドーザー整備事業債　［過疎対策事業債］ 15,200 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％ 767 千円

区分 道路維持費 区分

除雪費

109

土木費 所管

道路橋梁費 建設課

予算額
本年度（R2） 前年度（R元） 増減

236,307 253,262 △ 16,955

除雪費

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 委託延長 消雪箇所数

香住区 52,591 36

財源内訳
県支出金 一般財源

3,229 180,332

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等を行う。　　（除雪出動条件／積雪深　１５ｃｍ以上）

計 155,803 36

村岡区 73,462 0

小代区 29,750 0



№ 25 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 8

項 2

目 3

細目 2

細々目 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

24,709 15,600

【事業の目的】

道路施設の点検・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全性を高めるため、道路の落石対策、通学路等の安全対策等を

実施する。

１．委託料 5,500 千円

　（１）測量設計委託料

　　①余部御崎線災害防除　測量設計委託料

２．工事請負費 38,000 千円

　（１）災害防除工事

　　①余部御崎線 香住区御崎　 Ｌ＝210ｍ、A＝1,920㎡

　（２）通学路安全対策工事

　　①石寺新屋線　路肩カラー舗装 小代区実山 Ｌ＝700ｍ

３．事務費 25 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×62.7％ 5,329 千円

・社会資本整備総合交付金（国費） ＝交付金対象事業費×57.0％ 19,380 千円

・町道新設改良事業債　［過疎対策事業債］ 15,600 千円
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土木費 所管

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

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（R2） 前年度（R元） 増減

43,525 133,181 △ 89,656

財源内訳
県支出金 一般財源

3,216



№ 26 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 8

項 2

目 3

細目 3

細々目 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

237,800

【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全性を高めるため、道路施設の計画的な整備、改修を実施する。

１．委託料 2,600 千円

　（１）測量調査等委託料

　　①山手若松線道路改良　工損調査委託料 香住区若松

　（２）測量設計委託料

　　①前野線道路改良　測量設計委託料 小代区貫田

２．工事請負費 138,000 千円

　　①山手若松線　道路改良工事 香住区若松 橋台 Ｎ＝1基

　　②黒田線　道路改良工事 村岡区黒田 L＝150m、W=5.0m

　　③香住252号線　道路改良工事 香住区香住 L＝50m

　　④余部御崎線　舗装修繕工事 香住区御崎 L＝220m、A＝1,100㎡

　　⑤兎和野ハチ北線　舗装修繕工事 村岡区和池他 L＝250ｍ、A＝2,000㎡

　　⑥和池ハチ北線　舗装修繕工事 村岡区和池他 L＝320ｍ、A＝1,600㎡

　　⑦貫田秋岡線　舗装修繕工事 小代区貫田 L＝320ｍ、A＝1,600㎡

　　⑧香住226号線　側溝改良工事 香住区香住 L＝20ｍ

 ３．物件移転補償費 97,250 千円

　（１）山手若松線道路改良　用地・物件補償　 香住区若松

　（２）黒田線道路改良　用地・物件補償 村岡区黒田

 ４．事務費 52 千円

【主な財源】

町道新設改良事業債　［過疎対策事業債］ 237,800 千円

土木費 所管

道路橋梁費 建設課
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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）

財源内訳
県支出金 一般財源

102

予算額
本年度（R2） 前年度（R元） 増減

237,902 251,032 △ 13,130



№ 27 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 8

項 2

目 3

細目 2

細々目 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

84,206 39,300

【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全性を確保するため、道路施設の計画的な点検、修繕を実施する。

１．委託料 39,600 千円

　（１）測量調査等委託料

　　①橋梁定期点検等委託料 43橋

　（２）測量設計委託料

　　①安木1号線第5号橋橋梁修繕　測量設計委託料

　（３）計画策定業務委託料

　　①橋梁長寿命化修繕計画策定業務

２．工事請負費 97,000 千円

　（１）橋梁修繕工事

　　①上岡畑線［小畑橋］ 香住区畑

　　②寺道線［長楽大橋］ 村岡区川会

　　③竹部線［竹部橋］ 村岡区口大谷

　　④中島寺線［高津大橋］ 村岡区高津

　　⑤奥安木205号線［阿原橋］ 香住区奥安木

　　⑥山田境線［下詰橋］ 村岡区山田

３．事務費 25 千円

【主な財源】

・道路メンテナンス事業補助金（国費） ＝補助金対象事業費×62.7％ 84,206 千円

・橋梁長寿命化補修事業債　［過疎対策事業債］ 39,300 千円

　　※橋梁定期点検業務、橋梁長寿命化修繕計画策定業務は起債対象外

110

区分 道路新設改良費 区分

町道新設改良事業費（道路メンテナンス事業分） 新規

土木費 所管

道路橋梁費 建設課

予算額
本年度（R2） 前年度（R元） 増減

136,625 0 136,625

町道新設改良事業費（道路メンテナンス事業分）

総合計画
みんなで創る魅力あるまち

利便性の高いまち

財源内訳
県支出金 一般財源

13,119



№ 28 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 2

項 1

目 7

細目 10

細々目 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

7,400 1,000

【事業の目的】

【事業の概要】

１　町民バス運行委託料

　⑴　上半期分（現行） 22,300 千円

（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＞）

　⑵　下半期分（見直し） 23,750 千円

（香住区：路線分割・デマンド運行拡大など、小代区：デマンド運行試行導入）

２　バス車両購入（２台）

　⑴　車両本体・付属設備 7,400 千円

　⑵　登録諸費用等 397 千円

３　運行・予約システム化試行経費

　⑴　バス予約システム開発業務委託料 550 千円

　⑵　機器レンタル料 597 千円

運賃補完対策　（以下の予算科目に計上）

※ 民生費・社会福祉費・老人福祉費（高齢者生活支援事業）

高齢者バス利用助成金（高齢者の運賃負担を軽減） 3,200 千円

　＜財源：過疎地域自立促進特別事業債　　3,200千円＞

※ 教育費・教育総務費・事務局費（一般経常費） 1,171 千円

高等学校生徒バス通学助成金（町内在住高校生のバス通学定期代の一部を助成）

　＜財源：過疎地域自立促進特別事業債　　1,100千円＞

【主な財源】

町民バス購入事業債　［過疎対策事業債］ 7,400 千円

町民バス使用料（運賃） 1,000 千円

44

総務費 所管

町民バス運営事業費 拡充

町民バス運営事業費

総務管理費 企画課

区分 企画費 区分

総合計画
みんなで創る魅力あるまち

利便性の高いまち

予算額
本年度（R2） 前年度（R元） 増減

56,912 46,764 10,148

　町民バスの利便性と効率性を高めるための見直しを行い、現行どおり定時定路線バスとする
区間、予約制で自由度を高めた運行に変更する区間など、現在よりも多くの利用者が見込まれ
る運行手法へ転換する。制度的に早急な運行見直しができない地域については引き続き調整を
行うこととし、見直し可能な地域から実施する。

財源内訳
県支出金 一般財源

48,512



№ 29 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 8

項 4

目 1

細目 5

細々目 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

【事業の目的】

【事業の概要】

香美町空家対策協議会の開催（２回） 169 千円

委員報酬、旅費費用弁償

香美町老朽危険空家除却支援事業補助金 1,998 千円

＠333,000円　×　６件　＝1,998,000円

【主な財源】

土木費 所管

住宅費 建設課

111

空家等対策適正化事業費

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 住宅管理費 区分

空家等対策適正化事業費

財源内訳
県支出金 一般財源

2,167

町民の良好な生活環境を確保するため、空家の適正管理を推進するための協議会の開催及び
老朽危険空家の解消を図るため、補助金を交付し除却を推進する。

予算額
本年度（R2） 前年度（R元） 増減

2,167 4,254 △ 2,087



№ 30 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 7

項 1

目 4

細目 3

細々目 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. 印刷製本費等事務費 1,158 千円

1) 香美町ジオスポットマップの増刷

2) 散策モデルコースマップの増刷

2. 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） ジオカヤック体験

4） 清掃活動

5） ジオパークウォーキングの開催

6） ジオツーリズムバスツアー補助

7） 第11回日本ジオパーク全国大会への参加

8） ＰＲ動画作成

9） ジオタクシー乗船体験

10） その他（看板修繕、ジオカフェなど）

3. 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

商工費 所管

商工費 観光商工課
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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

財源内訳
県支出金 一般財源

3,071

予算額
本年度（R2） 前年度（R元） 増減

6,971 10,349 △ 3,378



№ 31 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 2

項 1

目 7

細目 7

細々目 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

1,220 5,400

【事業の目的】

【事業の概要】

１．移住定住サポート支援

 　⑴　移住定住サポート業務 1,200 千円

 　　香美町との関わりを創出するツアー開催等業務

 　⑵　移住促進支援補助金 150 千円

 　⑶　移住相談会等への参加 1,223 千円

 　⑷　移住体験施設開設支援補助金 1,500 千円

 　⑸　移住支援金【観光商工課】 1,000 千円

 　⑹　【拡充】移住定住支援ウェブサイトの運営 1,114 千円

２．住宅対策、空き家の利活用促進

 　⑴　住宅取得奨励金 7,500 千円

 　⑵　住宅改修費助成金 6,000 千円

 　⑶　商品券換金業務 650 千円

 　⑷　空き家利活用促進支援補助金 1,600 千円

 　⑸　【新規】定住支援活動奨励金 480 千円

 　⑹　【新規】空き家活用助成金 560 千円

３．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 1,828 千円

【主な財源】

地方創生推進交付金（国費） 補助率　1/2 1,220 千円

ひょうご地域創生交付金（県費） 補助率　1/2 750 千円

ふるさとづくり基金繰入金 5,400 千円

43

総務費 所管

移住定住対策費 拡充

移住定住対策費

総務管理費 企画課

区分 企画費 区分

財源内訳
県支出金 一般財源

750 17,435

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

予算額
本年度（R2） 前年度（R元） 増減

24,805 26,285 △ 1,480

　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。



№ 32 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 2

項 1

目 7

細目 48

細々目 －

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

【事業の目的】

【事業の概要】

地域再生協働員（新規３人）

１．協働員の報酬 8,136 千円

(1) 会計年度任用職員報酬（３人）

２．協働員の活動業務、活動費 790 千円

(1) 有害鳥獣対策業務

(2) 地域おこしサポート業務

(3) 小代内水面特産物開発業務

３．地域再生協働員設置業務負担金 2,100 千円

(1) 2,800千円×1/4＝700千円　　　

700千円×３人分＝2,100千円

【主な財源】

地域再生協働員設置業務委託料 8,400 千円

45

総務費 所管

総務管理費 企画課

区分 企画費 区分

地域づくり事業費 新規 *

財源内訳
県支出金 一般財源

8,400 2,626

　地域再生協働員（県版地域おこし協力隊）の幅広い人材を活用して、地域課題の解決支援や
地域の活性化を図る。

－

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

予算額
本年度（R2） 前年度（R元） 増減

11,026 0 11,026



№ 33 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 2

項 1

目 8

細目 6

細々目 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

【事業の目的】

【事業の概要】

１．地域コミュニティ活性化事業助成金

　⑴　まちづくり団体等活動助成 200 千円

　⑵　新しい地域コミュニティモデル地区（２地域目）活動助成 500 千円

２．新しい地域コミュニティづくり

　⑴　講演会等講師報償費 162 千円

　⑵　アドバイザー報酬 62 千円

　⑶　先進地視察等旅費 169 千円

　⑷　集落支援員活動費等 974 千円

　⑸　まちづくり協議会活動助成金（射添地区） 1,633 千円

　⑹　集落支援員給与等（射添地区） 2,950 千円

【主な財源】

ひょうご地域創生交付金（県費） 補助率　1/2 250 千円

区分 自治振興費 区分

地域コミュニティ活性化事業費 拡充

46

総務費 所管

総務監理費 企画課

本年度（R2） 前年度（R元） 増減

6,650 9,364 △ 2,714

地域コミュニティ活性化事業費

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

　地域のコミュニティ活動の活性化を図るため、地域課題の解決や地域づくりのための活動等に
取り組む住民団体に助成するとともに、新しい地域コミュニティ組織の構築に取り組む。
　あわせて、令和２年４月に設立予定の射添地区におけるまちづくり協議会（新しい地域コミュニ
ティ）の活動支援を行う。

財源内訳
県支出金 一般財源

250 6,400

予算額



№ 34 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 2

項 1

目 1

細目 8

細々目 11

基本方針 7

基本計画 1

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

12,500

【事業の目的】

各種電算システムの改修及び維持管理を円滑に運用し、住民サービスの向上を図る。

【事業の概要】

１．電算システムの改修及び設定委託料、システム機器保守料 136,883 千円

　　＜主なもの＞

・基幹系システム更新業務（端末含む） 37,961 千円

　　医療費助成・児童手当、TopicsNEO（住基・税・国保等）システム更新業務

・情報系メールサーバ・インターネット環境等更新業務 14,811 千円

・滞納管理システム更新業務《税務課》 11,330 千円

・【新規】コンビニ収納システム導入業務 8,404 千円

　　コンビニで税納付を可能とするためのシステム導入及び

　　既存システム（住民・滞納管理・OCR）改修《税務課》

・団体内宛名統合宛名番号連携サーバ更新業務 5,225 千円

・子ども子育て支援システム更新業務《こども教育課》 5,539 千円

・LGWAN中継及びウィルス対策サーバ更新業務 6,186 千円

・学校系クライアント管理サーバ更新業務 6,113 千円

２．電算システムリース料 15,311 千円

３．【その他】修繕料、手数料 1,658 千円

【主な財源】

ふるさとづくり基金繰入金 12,500 千円

財源内訳
県支出金 一般財源

141,352

総合計画
経営的視点にたった行財政運営の推進

経営的視点にたった行財政運営がなされるまち

予算額
本年度（R2） 前年度（R元） 増減

153,852 95,604 58,248

電算システム開発事業費 拡充

電算システム開発事業費

総務管理費 企画課

区分 一般管理費 区分

37

総務費 所管



№ 35 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 2

項 1

目 6

細目 2

細々目 51

基本方針 7

基本計画 1

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

146,600

【事業の目的】

【事業の概要】

　１　工事請負費 156,863 千円

　　（１）本庁舎壁タイル等補修工事

①　タイル補修工事：浮き部のタイルにピンニングによる樹脂注入を行い、タイル全面を繊維入りの

　　樹脂で覆い補強する。

②　シーリング工事：一部亀裂を生じ、耐用年数を経過しているため、全面の目地シールを打替える。

③　塗装工事：屋上軒天の塗装が部分的に劣化しているため、樹脂塗料による塗装を行う。

④　防水工事：屋上屋根、パラペットからの雨水の侵入を防ぐため、ウレタン塗膜防水工事を行う。

　　（２）非常用発電設備更新工事

　既設の非常用発電設備を撤去し、新しい発電装置（重耐塩害塗装、寒冷地仕様、非常時の

72時間連続運転等）の搬入、据付等更新工事を行う。

　２　設計監理費 2,226 千円

　　（１）本庁舎壁タイル等補修工事

補修工事の設計内容、価格の妥当性判断、適正な施工状況の確認等のため監理業務を委託する。

　　（２）非常用発電設備更新工事

非常用発電設備更新工事にかかる設計及び監理業務を委託する。

【主な財源】

（１）本庁舎壁タイル等補修工事

本庁舎改修事業債　［旧合併特例事業債］ 充当率　95％ 121,700 千円

（２）非常用発電設備更新工事

非常用発電設備整備事業債　［緊急防災・減災事業債］ 充当率 100％ 24,900 千円

40

総務費 所管

総務管理費 総務課

区分 財産管理費 区分

庁舎管理費 拡充

本庁舎管理関係諸事業≪一部・設計監理委託料/工事請負費≫

総合計画
経営的指針にたった行財政運営の推進

経営的視点にたった行財政運営がなされるまち

予算額
本年度（R2） 前年度（R元） 増減

153,089 27,985 125,104

　役場本庁舎について、平成18年11月の竣工から13年が経過する中で、外装タイル等に浮きや
割れの事象が発生し、来庁者等への安全を確保するため、浮きやはく落を防止するための補修
工事を行う。
　合わせて長期的な修繕計画及びLCCを考慮し、更新時期を迎える目地シールの打替えや屋根
の防水補修工事等保全にかかる工事を実施し、本庁舎の長寿命化を図る。
　また、本庁舎に設置の非常用発電設備は経年劣化により、不具合を生じているため、機器設
備の更新を行い、災害（停電）時の対策本部の機能維持、継続的な公共サービスを確保する。

財源内訳
県支出金 一般財源

6,489



№ 36 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 2

項 1

目 6

細目 10

細々目 11

基本方針 7

基本計画 1

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

158,400

【事業の目的】

　「香美町公共施設等総合管理計画」に基づき、老朽化が著しく、耐震対策が未実施の小代地域局・

小代区総合センターの安全性の確保のための更新を行い、適正な公共施設管理を行う。

　併せて、町民と協働した柔軟かつ効率的な施設をつくり、町民本意の高い行政サービスの提供を行

う。

【事業の概要】

　小代地域局等の改築工事を実施設計に基づき令和２年度～令和３年度で行う。併せて、改築工事

に伴う施工監理業務委託を行う。また新庁舎等供用後に既設庁舎等の解体撤去を行うため実施設

計の業務委託を行う。

小代地域局等改築工事（ＲＣ造２階建） 136,000 千円

・ 建築工事　１式、電気設備工事　１式、機械設備工事　１式

外構工事　１式

小代地域局等監理業務委託 4,400 千円

・ 小代地域局等改築工事の施工監理業務　　　１式

小代地域局等既設庁舎等解体撤去工事設計委託 26,400 千円

・ 小代地域局等既設庁舎等解体撤去工事の設計業務　　　１式

小代地域局等改築に伴う給水及び下水道分担金 1,032 千円

・ 小代地域局等改築工事にかかる給水の増径及び下水道加入分担金等

【主な財源】

小代地域局庁舎建設事業債　［旧合併特例事業債] ＝166,800千円×95％ 158,400 千円

財源内訳
県支出金 一般財源

9,432

予算額
本年度（R2） 前年度（R元） 増減

167,832 60,929 106,903

小代地域局庁舎建設事業費

総合計画
経営的視点にたった行財政運営の推進

経営的視点にたった行財政運営がなされるまち

区分 財産管理費 区分

小代地域局庁舎建設事業費

42

総務費 所管

総務管理費 小代地域局
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