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令和３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・後期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 令和３年度 令和２年度 比較増減 所　管 予算書

(1) 地域で子育てを担うまち 740,076 768,701 △ 28,625
結婚・出産・育児に対する支援の充実 4,516 5,116 △ 600

［結婚支援対策費] 2,333 3,100 △ 767 企画課 45 頁

［子育て世代包括支援センター事業費］ 2,183 2,016 167 健康課 79 頁

・妊婦への母乳育児支援用品の提供
・産後ケア事業（宿泊型、訪問型）
・産前産後ヘルパー派遣事業
・産後ケアリストを活用した子育て支援、子育て教室、産婦訪問

子育てに関するサービスの充実 702,844 729,861 △ 27,017
［児童手当費］ 190,655 206,825 △ 16,170 福祉課 71 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）

［乳幼児等医療費助成事業費］ 32,323 34,968 △ 2,645 健康課 71 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
【新規】他公費負担医療助成後の自己負担額を無料化する

［こども医療費助成事業費］ 31,587 34,087 △ 2,500 健康課 72 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
【新規】他公費負担医療助成後の自己負担額を無料化する

［保育所運営費］ 314,170 319,632 △ 5,462 こども教育課 72 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］ 18,743 15,416 3,327 こども教育課 72 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］ 11,544 11,781 △ 237 こども教育課 72 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 2,318 0 こども教育課 72 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

町内に在住する未婚者の結婚支援のため、出会い支援事業実施団体等に対する助成を行い、
男女の出会いの場の創出を図るとともに、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

・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香美町保健センターに移転し運営す
　る
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　事業の名称（総合計画・後期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 令和３年度 令和２年度 比較増減 所　管 予算書

(1) ［母子家庭等医療費給付事業費］ 1,821 1,748 73 健康課 73 頁
母子・父子家庭等の医療費の一部を助成する
【新規】他公費負担医療助成後の自己負担額の一部を助成する

［子育て・子育ち支援センター費］ 20,138 23,785 △ 3,647 こども教育課 75 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）

［放課後児童健全育成事業費］ 79,545 79,301 244 こども教育課 76 頁

子育て・子育ち環境の充実 32,716 33,724 △ 1,008
［(目)児童福祉総務費／一般経常費］ 9,293 6,682 2,611 福祉課 70 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
【新規】放課後等デイサービス事業所補助金
　利用者数が相当期間定員に満たない町内の放課後等デイサービス事業所に対し、健全運
　営に資するとともに通所希望の障害のある児童の福祉の向上を図る

［障害児通所給付費負担金事業費］ 23,423 27,042 △ 3,619 福祉課 71 頁

(2) 学校と地域がつながるまち 377,315 355,955 21,360
チーム学校に基づいた学校教育の推進 375,210 353,811 21,399

ⅰ）小学校
［小学校施設営繕事業費］ 27,005 23,341 3,664 教育総務課 133 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］ 468 478 △ 10 教育総務課 134 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］ 35,981 32,585 3,396 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ＩＣＴ環境の整備のため、教育コンテンツ配信サービスや児童用タブレットにセキュ
　リティソフトを導入する

［(目)教育振興費／一般経常費］ 1,793 19,396 △ 17,603 教育総務課 134 頁
・「読書、あいさつ、体力づくり」の３つの町民運動を推進する
・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］ 4,613 5,259 △ 646 教育総務課 135 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 1,600 0 こども教育課 135 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 135 頁
自然学校及び環境体験事業を実施する

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）

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）

つづき



3

　事業の名称（総合計画・後期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 令和３年度 令和２年度 比較増減 所　管 予算書

(2) ［小学校英語力スキルアップ事業費］ 240 240 0 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

［小学校国語科算数科学力向上事業費］ 新規 202 0 202 こども教育課 136 頁
「国語科学力向上委員会」「算数科学力向上委員会」を設置し、町内小学校の教員を対象に 概_1
研修会を実施する。

ⅱ）中学校
［外国青年招致事業費］ 4,056 5,711 △ 1,655 教育総務課 125 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］ 15,165 8,295 6,870 教育総務課 139 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］ 11,007 12,880 △ 1,873 教育総務課 140 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］ 22,047 15,456 6,591 教育総務課 140 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ＩＣＴ環境の整備のため、教育コンテンツ配信サービスや生徒用タブレットにセキュ
　リティソフトを導入する

［遠距離通学生徒援助費］ 10,081 8,677 1,404 教育総務課 141 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］ 1,100 1,929 △ 829 こども教育課 141 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］ 1,200 1,643 △ 443 こども教育課 141 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］ 1,724 1,779 △ 55 こども教育課 141 頁

［中学校英語力スキルアップ事業費］ 1,865 1,867 △ 2 こども教育課 142 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
・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

［小代中学校整備事業費］ 新規 5,506 0 5,506 教育総務課 142 頁
小代中学校校舎の大規模改修に向けた設計を行う

ⅲ）幼稚園
［幼稚園施設営繕事業費］ 4,593 5,726 △ 1,133 教育総務課 147 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］ 8,624 8,042 582 こども教育課 148 頁

ⅳ）その他
［大学連携推進事業費］ 3,551 0 3,551 企画課 48 頁

・姫路大学と畜産研究の連携協力を進める

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

・県立芸術文化観光専門職大学と連携し、県立高校のコミュニケーション教育、地域と連携
　した地域活性化策の調査・研究を推進する。

つづき
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　事業の名称（総合計画・後期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 令和３年度 令和２年度 比較増減 所　管 予算書

(2) ［(目)事務局費／一般経常費］≪一部・補助金≫ 2,340 1,171 1,169 企画課 124 頁
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］ 278 586 △ 308 こども教育課 125 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］ 986 1,889 △ 903 教育総務課 125 頁
教育振興基本計画策定委員会を設置し、令和２年度に実施したアンケート結果等を基礎資料
として計画策定を行う

概_2

［高校魅力化支援事業費］ 15,280 13,540 1,740 企画課 126 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 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（26人：全学年）

［(目)学校給食費／一般経常費］ 184,860 172,528 12,332 教育総務課 164 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］ 4,251 4,399 △ 148 教育総務課 166 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

社会教育の推進 1,910 1,934 △ 24
［ひょうご放課後プラン事業費］ 1,910 1,934 △ 24 生涯学習課 149 頁

地域連携の推進 195 210 △ 15
［ふるさと教育応援団事業費］ 195 210 △ 15 こども教育課 135 頁

141 頁

(3) 生涯を通じ学びあうまち 142,653 508,071 △ 365,418
施設の整備・充実 117,488 478,411 △ 360,923

［公民館施設整備事業費］ 新規 117,488 1,600 115,888 生涯学習課 155 頁
旧香住幼稚園跡駐車場用地の取得及び舗装整備工事を行う 概_3
各公民館施設の修繕を行う
【完了】［香住文化会館整備事業費］ 0 476,811 △ 476,811 生涯学習課

生涯学習の推進 12,172 11,867 305
［香住区公民館事業費］ 5,037 5,054 △ 17 生涯学習課 153 頁
［村岡区公民館事業費］ 1,852 1,852 0 生涯学習課 153 頁
［小代区地域連携センター事業費］ 489 489 0 生涯学習課 153 頁
［図書事業費］ 4,794 4,472 322 生涯学習課 154 頁

・村岡区中央公民館の図書システム更新（ノートパソコン購入、システムセットアップ）

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

ふるさと教育の推進を図るため、地域の人材を十分に活かし町民の参画と協働により地域ぐ
るみの教育環境づくり体制を確立し、地域の教育力の向上を図る

・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

つづき
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　事業の名称（総合計画・後期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 令和３年度 令和２年度 比較増減 所　管 予算書

スポーツの推進 12,993 17,793 △ 4,800
［(目)保健体育総務費／一般経常費］ 4,685 6,987 △ 2,302 生涯学習課 158 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

［スポーツ推進委員費］ 2,771 2,739 32 生涯学習課 158 頁
［スポーツ振興費］ 2,553 2,379 174 生涯学習課 159 頁

・香美町スポーツ振興計画の作成
・子どもたちの体力づくりの促進や地域の特性に応じたスポーツ振興のため、
　卓球、スキー、駅伝等のイベントを開催

［ワールドマスターズゲームズ受入事業費］ 1,902 1,854 48 生涯学習課 159 頁

[東京オリンピック・パラリンピック推進事業費] 1,082 3,834 △ 2,752 生涯学習課 160 頁
・日本体育大学と香美町の連携協定によるスポーツ講習会等の開催 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

(4) 文化を育み創るまち 31,192 7,739 23,453
芸術文化活動の推進 10,637 6,214 4,423

［文化ホール事業費］ 10,171 5,715 4,456 生涯学習課 154 頁
・身近なホールで上質の文化体験を提供するため、年６回の文化ホール事業を実施する
・豊岡演劇祭プログラムを実施する

［応挙絵画から次代の世界へ発信する事業費］ 466 499 △ 33 生涯学習課 154 頁
・第32回こどもの絵100人展を開催する

文化財の保護 20,474 1,311 19,163
［指定文化財保存整備事業費］ 新規 19,024 400 18,624 生涯学習課 155 頁

町内に存在する指定文化財の保存整備を行う 概_4
・（国指定）大乗寺防災防犯施設整備事業
・（県指定）「香美町の三番叟」訓谷三番叟の衣装整備

［歴史文化遺産活性化事業費］ 1,450 911 539 生涯学習課 155 頁
・香美町文化財保存活用地域計画認定記念シンポジウム
・村岡地区ふるさとガイドの作成

多文化共生社会の推進 81 214 △ 133
［多文化共生事業費］ 81 214 △ 133 企画課 50 頁

日本語教室運営支援（在住外国人が生活に必要な日本語を身に付ける場づくり）

「１」　計 1,291,236 1,640,466 △ 349,230

大会運営委員会の開催、外国人選手の受入体制整備、観光体験プランの調整
大会運営マニュアルの作成、人材確保、リハーサル大会等の実施、大会ＰＲ
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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・後期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 令和３年度 令和２年度 比較増減 所　管 予算書

(1) 地域を担う産業人を育むまち 13,351 19,530 △ 6,179
農林水産業の担い手の確保・育成 2,393 3,874 △ 1,481

［新規就農・経営継承総合支援事業費］ 2,393 3,874 △ 1,481 農林水産課 91 頁
人･農地プランに位置づけられた50歳未満の新規認定就農者へ給付金を交付する
　給付総額／最大150万円/年×５年間＝750万円
　新規 150万円×１人　　継続 75万円×１人（最終年度）

観光業・商工業を支える人材への支援 9,127 13,656 △ 4,529
［地域しごと支援事業費］ 6,811 7,779 △ 968 観光商工課 103 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_5

・創業支援事業計画委託料
・事業承継推進事業委託料
・設備導入支援事業補助金
・地域産業活性化人材育成支援事業補助金
・職場環境改善支援補助金
【廃止】社員住宅改修費補助金

 [商工振興事業費] 2,316 5,877 △ 3,561 観光商工課 103 頁
概_6

・起業・創業支援事業補助金
・工場等設置奨励金

観光業・商工業の雇用対策の推進 1,831 2,000 △ 169
［(目)労働諸費／一般経常費］ 1,831 2,000 △ 169 観光商工課 87 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）

(2) 次代を生かす農林業を振興するまち 330,153 346,462 △ 16,309
農業の振興 142,831 194,995 △ 52,164

［中山間地域等直接支払事業費］ 62,807 76,377 △ 13,570 農林水産課 90 頁

（第５期対策の２年目）
［環境保全型農業直接支払交付金事業費］ 3,370 4,942 △ 1,572 農林水産課 90 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

環境に優しい農業生産を推進するため、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、交付金を交付する
・カバークロップ：6,000円/10a　堆肥施用：4,400円/10a　冬期湛水(畔)：5,000円/10a

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

・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
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　事業の名称（総合計画・後期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 令和３年度 令和２年度 比較増減 所　管 予算書

(2) ［町単農業振興対策事業費］ 拡充 12,494 6,645 5,849 農林水産課 90 頁
概_7

・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
・農地集積集約促進事業補助金
【拡充】農業近代化施設整備事業補助金（農業用機械機具購入補助）
【新規】農業法人等組織化支援事業補助金
【廃止】集落営農組織設立支援補助金

［多面的機能支払事業費］ 24,836 27,165 △ 2,329 農林水産課 91 頁

［農地中間管理事業等推進事業費］ 3,357 800 2,557 農林水産課 92 頁

［地域特産物販路拡大事業費］ 461 444 17 農林水産課 92 頁
・二十世紀やオリジナル品種なしおとめ等、「香住梨」のＰＲ及び販路拡大に取り組む

［(目)農地費・一般経常費］≪一部・補助金≫ 16,206 6,525 9,681 農林水産課 94 頁
・土地基盤整備事業補助金　１４箇所
　水利施設等、団体が行う農業用施設整備に対し補助する

［農地耕作条件改善事業費］（債務負担行為） 19,300 69,000 △ 49,700 農林水産課 95 頁

・香住区大野地区　取水ゲート １式、水路改修工事 L= 30ｍ
・村岡区大糠地区　水路改修工事（ブロック積工）  L= 31.3ｍ
【完了】［農村地域防災減災事業費］ 0 647 △ 647 農林水産課
【完了】［農業水路等長寿命化・防災減災事業費］ 0 2,450 △ 2,450 農林水産課

畜産の振興 14,511 15,768 △ 1,257
［村岡有機センター運営費］ 3,034 5,057 △ 2,023 村岡地域局 93 頁

村岡有機センターの管理運営を指定管理により行う
［畜産振興対策事業費］ 10,243 9,269 974 農林水産課 93 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

［小代堆肥センター運営費］ 1,234 1,293 △ 59 小代地域局 93 頁
小代堆肥センターの管理運営を指定管理により行う

【完了】［和牛センター管理費］ 0 149 △ 149 小代地域局

地域農業の継続維持、経営の安定を図るため、中核的担い手や認定農業者の育成、農業法人
の設立、営農継続に必要な農業機械の導入等に対する支援を行う

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
農地及び農業用水路等の保全に取り組む地域活動に対し、交付金を交付する

農地中間管理事業の推進及び「人・農地プラン」の策定により農地中間管理機構を介した農
地集積集約に取り組む地域に対し支援を行う

・地域特産物である「美方大納言小豆」及び特Ａランク地区「コシヒカリ」の優位性を生か
　した生産拡大、栽培意欲の向上、競争力の強化を図る

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。

　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」認定を目指す

つづき
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　事業の名称（総合計画・後期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 令和３年度 令和２年度 比較増減 所　管 予算書

林業の振興 86,038 68,748 17,290

［(目)林業振興費・一般経常費］ 4,152 4,154 △ 2 農林水産課 96 頁
森林の施業効率化と有効活用を推進するための作業道開設に対する補助等を行う

［松喰虫防除推進事業費］ 1,826 3,083 △ 1,257 農林水産課 97 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

［災害に強い森づくり推進費］ 34,933 32,189 2,744 農林水産課 97 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］ 17,848 16,058 1,790 農林水産課 98 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］ 拡充 27,279 13,264 14,015 農林水産課 98 頁
概_8

・条件不利地間伐推進事業
・風倒木、危険木等の伐倒駆除　　ほか
【新規】・沿道森林美化整備事業　5.2㏊
【新規】・香美町里山防災林整備事業（調査業務2ヶ所）

有害鳥獣対策 86,773 66,951 19,822

［有害鳥獣対策費］ 86,773 66,951 19,822 農林水産課 96 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）

(3) 水産業を振興するまち 31,513 421,007 △ 389,494
水産業の振興 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 99 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

・但馬漁協が実施するアワビ、サザエ、カサゴ、キジハタの種苗放流事業に対する補助

・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

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
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　事業の名称（総合計画・後期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 令和３年度 令和２年度 比較増減 所　管 予算書

水産加工業の振興 28,313 417,807 △ 389,494
［水産業振興事業費］ 28,313 417,807 △ 389,494 農林水産課 100 頁

・魚食普及促進条例の推進事業 概_9
　（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
・漁船建造資金、水産加工施設整備資金、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（燃油高騰対策）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*】水産物冷蔵保管調整支援補助金

　　コロナ禍による販売量の落ち込み等で生じた冷蔵保管場所不足を解消するための支援

(4) 地域資源を生かし人と経済の循環を生みだすまち 390,524 347,453 43,071

商工業の振興 56,317 49,945 6,372

［(目)商工業振興費／一般経常費］ 拡充 23,317 16,945 6,372 観光商工課 102 頁
概_10

・夢但馬産業フェア2021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）
・暖冬対策支援融資利子補給金
・新型コロナウイルス感染症経済支援融資緊急利子補給金
【新規】小規模事業者持続化補助金

［中小企業者向融資事業費］ 33,000 33,000 0 観光商工課 103 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

観光業の振興 330,127 295,428 34,699

［観光振興費］ 34,467 35,377 △ 910 観光商工課 105 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、おじろ雪まつり応援事業等）
・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などインバウンドの推進を図る。

【廃止】香住海上タクシー整備に対し補助を行う
［山陰海岸ジオパーク推進事業費］ 7,171 6,971 200 観光商工課 105 頁

概_11

・ＰＲ事業（パンフレット・コースマップ作成、ジオガイド養成講座、ジオカヤック体験講
　習会、ジオタクシー体験乗船会、ジオパークウォーキング等）

・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

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

・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
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　事業の名称（総合計画・後期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 令和３年度 令和２年度 比較増減 所　管 予算書

(4) ［観光大使活動事業費］ 807 1,147 △ 340 観光商工課 106 頁

［観光交流事業費］ 14,080 9,581 4,499 観光商工課 106 頁
・友好交流都市（門真、尼崎、吹田）及び京阪神地域の各種イベントへの参加
・第44回香住ふるさとまつりの実施　ほか

［道の駅運営事業費］ 25,696 15,565 10,131 観光商工課 106 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）
・道の駅「あゆの里矢田川」の修繕工事を行う

［ジオパークと海の文化館運営事業費］ 9,420 10,146 △ 726 観光商工課 108 頁

［但馬高原植物園管理運営費］ 拡充 9,646 5,346 4,300 村岡地域局 109 頁
・施設の管理運営を指定管理により行う 概_12
・電気設備の改修工事を行う
・植物園の再生を目指すため、再生計画の策定を行う

［都市と農村交流センター費］ 4,894 4,993 △ 99 村岡地域局 109 頁
施設の管理運営を指定管理により行う

［温泉保養館費］ 22,023 18,650 3,373 小代地域局 111 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 1,600 0 観光商工課 111 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］ 83,706 75,255 8,451 観光商工課 111 頁
・小代ゴンドラリフト制御盤改修工事等を行う 概_13

・ハチ北温泉湯治の郷の空調設備の改修工事を行う
・老朽化した観光看板の撤去を行う
【新規】吉滝園地遊歩道整備を行うにあたり測量設計を行う

［香美町役場神戸営業所事業費］ 2,820 3,090 △ 270 観光商工課 111 頁
・香美町フェア等により知名度アップを図る
・テレビ・ラジオ等マスコミへのＰＲ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］ 106,736 101,339 5,397 村岡地域局 161 頁

［兎和野高原野外教育センター事業費］ 7,061 6,368 693 村岡地域局 163 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）

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

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

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

つづき
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　事業の名称（総合計画・後期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 令和３年度 令和２年度 比較増減 所　管 予算書

ものづくりの推進 4,080 2,080 2,000
［ものづくり推進事業費］ 拡充 4,080 2,080 2,000 観光商工課 103 頁

概_14

・ものづくり支援事業委託料

・ものづくり支援事業補助金

「２」　計 765,541 1,134,452 △ 368,911

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・後期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 令和３年度 令和２年度 比較増減 所　管 予算書

(1) 健やかに暮らせるまち 788,994 873,575 △ 84,581
健康づくりの推進 193,957 102,082 91,875

［母子保健対策費］ 拡充 11,116 12,512 △ 1,396 健康課 78 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_15
・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
【拡充】特定不妊治療及び一般不妊治療の受診者に対する費用助成
・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
・かみっこ子育てアプリ

［健康増進事業費］ 42,135 43,276 △ 1,141 健康課 80 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］ 拡充* 42,870 38,050 4,820 健康課 81 頁
○定期予防接種を実施する 概_16
・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・ロタ
・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
・成人男性(Ｓ37.4.2～Ｓ54.4.1生の未実施者）：風しんの抗体検査の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
○任意インフルエンザ予防接種費用の一部助成（小児、障害者手帳・特定疾患医療受給者証
保持者）

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
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　事業の名称（総合計画・後期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 令和３年度 令和２年度 比較増減 所　管 予算書

(1) ［がん検診推進事業費］ 7,583 7,629 △ 46 健康課 81 頁
・町が実施する検診において、40･45･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･35･40･50･55･60･65･70歳を対象に子宮頸がんの無料検診、20･25･30
　･35歳の乳腺エコーの無料検診を実施する
【拡充】対象年齢に45歳を追加、子宮頸がんに35歳、乳腺エコーに20・25・30・35歳を追加
・がん対策として、がん患者の医療用品購入費を助成
・検診の個別の受診勧奨・再勧奨を実施し受診率の向上をめざす

［こころの健康づくり対策事業費］ 新規 3,985 515 3,470 健康課 81 頁
ひきこもり状態の人の居場所を香美町保健センター内に開設する 概_17

［風しん予防接種緊急助成事業費］ 100 100 0 健康課 82 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

 [新型コロナウイルス感染症予防接種事業費] 新規* 86,168 0 86,168 健康課 82 頁
新型コロナウイルスワクチンの接種体制の構築と円滑な接種の実施を行う 概_18
・全住民を対象にクーポン券の送付、接種を実施する。

医療環境の充実 595,037 771,493 △ 176,456
［国保特別会計事業勘定繰出金費］ 143,699 139,392 4,307 財政課 65 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］ 139,140 221,278 △ 82,138 健康課 79 頁
公立八鹿病院組合に対する負担金

［地域医療対策費］ 7,593 7,833 △ 240 健康課 79 頁
・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］ 56,141 58,227 △ 2,086 財政課 80 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］ 248,464 344,763 △ 96,299 財政課 80 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 1,608,060 1,502,430 105,630

地域福祉の推進 54,523 55,308 △ 785
［民生委員児童委員費］ 7,671 7,608 63 福祉課 61 頁

［社会福祉協議会費］ 46,852 47,700 △ 848 福祉課 61 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

高齢者福祉の充実 1,008,169 929,544 78,625

［香住地域福祉センター費］ 新規 51,536 7,000 44,536 福祉課 64 頁
外壁等の大規模改修を行い施設の長寿命化を図る 概_19

［(目)老人福祉費／一般経常費］≪一部・補助金≫ 2,749 2,817 △ 68 福祉課 65 頁
自治区等が行う敬老会行事の一部を助成する

つづき

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
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　事業の名称（総合計画・後期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 令和３年度 令和２年度 比較増減 所　管 予算書

(2) ［高齢期移行医療費助成事業費］ 3,585 3,542 43 健康課 65 頁

【新規】他公費負担医療助成後の自己負担額の一部を助成する

［高齢者等住宅改造助成事業費］ 3,024 3,028 △ 4 福祉課 66 頁

［老人クラブ活動等社会活動促進事業費］ 4,629 4,951 △ 322 福祉課 66 頁

［老人クラブ活動強化推進事業費］ 4,170 4,320 △ 150 福祉課 66 頁

［老人保護措置費］ 25,884 25,090 794 福祉課 66 頁

［緊急通報システム事業費］ 4,792 12,253 △ 7,461 福祉課 66 頁

［高齢者等生活支援事業費］ 13,134 8,891 4,243 福祉課 67 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）
・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］ 15,865 15,718 147 福祉課 67 頁

［後期高齢者医療事業費］ 301,792 273,134 28,658 健康課 67 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
・高齢者のための健康診査、保健事業と介護予防の一体的実施を推進する

［介護職員確保対策事業費］　 拡充 5,509 4,306 1,203 福祉課 68 頁
・介護の仕事に必要な資格取得のための研修受講料の全額又は一部を助成する 概_20
　【拡充】令和３年度から補助率を3/4または1/2から10/10（上限あり）に変更
　　　　　事業所が行う補助も助成の対象とする
・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
　【拡充】年齢条件（40歳まで）を撤廃
　　　　　町内事業所に就職した町外在住者も対象とする（助成割合：町内在住者の1/2）
・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
【新規】I・Uターン者で町内事業所に新規で就業する者に引越し費用及び家賃の助成を行う
・介護人材確保のパンフレットをリニューアルして作成する

つづき

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

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

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

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

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　　【新規】小規模クラブを対象に拡大

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

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
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　事業の名称（総合計画・後期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 令和３年度 令和２年度 比較増減 所　管 予算書

(2) ［後期高齢者医療特別会計繰出金費］ 85,487 89,334 △ 3,847 財政課 68 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］ 437,250 434,926 2,324 財政課 68 頁
介護保険事業特別会計に対する繰出金

［村岡老人福祉センター費］ 5,269 8,194 △ 2,925 福祉課 69 頁

［香住高齢者生産活動センター費］ 1,751 1,835 △ 84 福祉課 69 頁

［小代高齢者生活支援センター費］ 9,099 8,369 730 福祉課 70 頁

［村岡／小代生活支援ハウス費］ 24,891 14,083 10,808 福祉課 70 頁

［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 88 頁

障害者福祉の充実 545,368 517,578 27,790

［補装具給付費負担金事業費］ 3,154 2,995 159 福祉課 60 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］ 20,685 19,613 1,072 健康課 60 頁

【新規】他公費負担医療助成後の自己負担額の一部を助成する
［重度障害者医療費助成事業費］ 21,684 20,121 1,563 健康課 61 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
【新規】他公費負担医療助成後の自己負担額の一部を助成する

［町福祉金費］ 7,803 8,144 △ 341 福祉課 62 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］ 271,562 260,216 11,346 福祉課 62 頁

［障害者訓練等給付負担金事業費］ 167,879 163,380 4,499 福祉課 62 頁

つづき

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
【新規】村岡生活支援ハウス空調機器の更新を行う

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）

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

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、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

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

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
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　事業の名称（総合計画・後期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 令和３年度 令和２年度 比較増減 所　管 予算書

(2) ［地域生活支援事業費］ 27,069 25,668 1,401 福祉課 63 頁

【新規】地域生活拠点整備事業
　　基幹相談支援センターを核に、利用者が障害福祉サービスを円滑に利用できるための
　整備を図る

［障害者等社会活動促進事業費］ 2,960 2,849 111 福祉課 63 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］　 22,322 13,842 8,480 福祉課 64 頁

［障害者介護職員確保対策事業費］　 250 750 △ 500 福祉課 65 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

(3) 安全安心に暮らせるまち 14,771 15,528 △ 757
防犯力の強化 6,287 5,288 999

［防犯事業費］ 6,287 5,288 999 防災安全課 51 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
・住民の安全・安心の確保や犯罪抑止のため、幹線道路に防犯カメラを５台設置する
【新規】犯罪被害者等支援金

交通安全の推進 4,754 6,259 △ 1,505
［交通安全対策事業費］ 4,754 6,259 △ 1,505 50 頁

・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

安全安心な消費生活の推進 3,730 3,981 △ 251
［(目)消費者行政推進費／一般経常費］≪一部・補助金≫ 300 100 200 町民課 104 頁

自動通話録音機購入補助金
　高齢者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］ 3,430 3,881 △ 451 町民課 104 頁

「３」　計 2,411,825 2,391,533 20,292

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

つづき

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

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

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
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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・後期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 令和３年度 令和２年度 比較増減 所　管 予算書

(1) みんなでつくる災害に強いまち 610,449 675,408 △ 64,959
治山治水対策の推進 64,136 129,811 △ 65,675

［急傾斜地崩壊対策事業費］ 46,000 24,700 21,300 建設課 114 頁
概_21

市午(2)、熊波(2)、和田(3)、隼人

［(目)河川総務費／一般経常費］ 18,136 105,111 △ 86,975 建設課 116 頁
・集中豪雨や台風などによる被害を防ぐため、河川改良及び浚渫工事等を実施する 概_22
　明王寺川（訓谷）他５河川

消防防災の推進 520,590 519,428 1,162
［電源立地地域対策事業費］ 6,866 3,892 2,974 防災安全課 51 頁

消防指令車の更新　村岡支団　１台
可搬式小型動力ポンプの更新　小代支団　１台

［住宅耐震化推進事業費］ 2,400 2,400 0 建設課 117 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］ 386,468 370,727 15,741 防災安全課 120 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］ 83,251 84,282 △ 1,031 防災安全課 120 頁
消防団の運営を行う

［(目)消防施設費／一般経常費］ 11,728 11,438 290 防災安全課 121 頁
消防施設の維持管理を行う

［消防施設整備費］ 29,877 46,689 △ 16,812 防災安全課 121 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（１箇所）、解体（１箇所）、改修（３箇所）
・消火栓新設改良工事

　　更新（14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）

地域防災の推進 25,723 26,169 △ 446
［(目)災害対策費／一般経常費］ 24,000 24,473 △ 473 防災安全課 121 頁

・防災機器の維持管理等を行う
・津波避難誘導看板を４箇所に設置する
【新規】防災ハンドブックを更新する

［応急対策費］ 1,723 1,696 27 防災安全課 123 頁
台風等の災害に係る応急対策を行う

(2) 交通網が充実したまち 714,348 799,517 △ 85,169
道路網の整備 611,131 701,208 △ 90,077

［(目)道路維持費／一般経常費］ 56,719 46,849 9,870 建設課 114 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

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
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　事業の名称（総合計画・後期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 令和３年度 令和２年度 比較増減 所　管 予算書

(2) ［除雪費］ 224,090 236,307 △ 12,217 建設課 115 頁
概_24

・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）］ 70,536 43,525 27,011 建設課 116 頁
概_25

①余部御崎線他１路線　災害防除（測量設計、工事）
②狭間加鹿野線他１路線　通学路安全対策（工事）

［町道新設改良事業費（単独分）］ 226,452 237,902 △ 11,450 建設課 116 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２路線　道路改良（用地測量・物件調査・工事）
②和佐父線他１路線　法面対策（工事）
③兎和野ハチ北線他５路線　舗装修繕（工事）
④安木１号線第５号橋他２橋　橋梁修繕（工事）
⑤東垣佐坊線　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）］ 33,334 136,625 △ 103,291 建設課 116 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高津宮神線〔宮神１号橋〕他２橋　橋梁修繕（工事）
②橋梁定期点検　68橋

公共交通サービスの充実 103,217 98,309 4,908
［(目)企画費／一般経常費］≪一部・補助金≫ 新規 400 0 400 企画課 44 頁

【新規】鉄道利用促進助成金（近隣地域への団体利用者に普通運賃の一部を助成）

［但馬空港利用促進費］ 7,011 4,660 2,351 企画課 46 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］ 41,996 36,737 5,259 企画課 46 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） 53,810 56,912 △ 3,102 企画課 46 頁
・町民バス運行により通院・通学・買物利用者の移動手段を確保する
・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）

(3) 快適で心地よい住環境のまち 1,176,160 1,165,876 10,284
住環境の整備 3,999 2,167 1,832

［空家等対策適正化事業費］ 3,999 2,167 1,832 建設課 118 頁
空家の適正管理、老朽危険空家の除却を推進する 概_28
香美町老朽危険空家除却支援補助金

つづき ・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

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
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　事業の名称（総合計画・後期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 令和３年度 令和２年度 比較増減 所　管 予算書

快適な公共空間の整備 24,072 23,749 323
［火葬場管理費］ 6,932 7,649 △ 717 町民課 82 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工事の実施（火葬炉耐火材等修繕）

［美方郡広域事務組合負担金事業費］ 17,140 16,100 1,040 町民課 83 頁
広域美方苑の運営経費を負担する

上下水道環境の整備 1,148,089 1,139,960 8,129
［水道事業企業会計繰出金費］ 107,201 110,077 △ 2,876 財政課 87 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］ 1,040,888 1,029,883 11,005 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 85 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 95 頁
　　　　　　　　　漁業集落排水事業繰出金 101 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 119 頁

(4) 住んでみたいまち、住み続けたいまち 349,093 271,282 77,811
移住定住対策の整備、移住定住に関する情報提供の推進 23,983 24,805 △ 822

［移住定住対策費］ 23,983 24,805 △ 822 企画課 45 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_29

その他 325,110 246,477 78,633
［ふるさとづくり事業費］ 240,429 141,845 98,584 総務課 50 頁

ふるさと納税者に特産品を送付し交流を図る

［地籍調査事業費］ 84,681 104,632 △ 19,951 農林水産課 94 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＝0.32 ㎢）
・村岡区：大糠、池ケ平、萩山、村岡の各一部（換算面積：Ａ＝0.17 ㎢）
・小代区：茅野、佐坊の各一部（換算面積：Ａ＝1.64 ㎢）

「４」　計 2,850,050 2,912,083 △ 62,033

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・後期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 令和３年度 令和２年度 比較増減 所　管 予算書

(1) 自然と共生するまち 10,565 10,285 280
快適で住みやすいまちづくりの推進 8,500 8,500 0

［海岸漂着物地域対策推進事業費］ 2,000 2,000 0 町民課 84 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
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　事業の名称（総合計画・後期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 令和３年度 令和２年度 比較増減 所　管 予算書

(1) ［香住港海岸美化対策事業費］ 5,000 5,000 0 建設課 101 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）

［海岸美化対策事業費］ 1,500 1,500 0 建設課 118 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

まちの景観の保全・形成 2,065 1,785 280
［香りの花づくり推進事業費］ 2,065 1,785 280 町民課 49 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

(2) 環境への責任を果たすまち 219,585 292,171 △ 72,586
循環型社会の構築 14,302 107,851 △ 93,549

［ごみ減量化対策事業費］ 516 566 △ 50 町民課 84 頁

・生ごみ処理機購入補助金

［し尿収集費］ 1,730 1,992 △ 262 上下水道課 85 頁
し尿の収集を行う

［し尿処理費］ 12,056 11,171 885 上下水道課 85 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
【完了】［汚水処理施設整備事業費］ 0 94,122 △ 94,122 上下水道課 80 頁

ごみ処理対策の推進 205,283 184,320 20,963
［環境対策事業費］ 769 991 △ 222 町民課 83 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

［ごみ収集費］ 68,860 68,429 431 町民課 85 頁

・塵芥収集車１台更新（香住区）

［ごみ処理費］ 135,654 114,900 20,754 町民課 86 頁
・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（活性炭吸着塔、機器更新、脱水機整備ほか）
　最終処分場第2工区2期改修工事及び設計監理業務
　　埋立開始に向けた第2工区後半の遮光性保護マット等の改修
・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

「５」　計 230,150 302,456 △ 72,306

つづき

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

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
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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・後期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 令和３年度 令和２年度 比較増減 所　管 予算書

(1) 協働で築かれるまち 90,000 92,523 △ 2,523
協働のまちづくりの推進 61,217 62,935 △ 1,718

［地域づくり事業費］ 11,358 11,026 332 企画課 47 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

［地域おこし協力隊活動事業費］ 35,918 35,706 212 企画課 47 頁
概_30

［地域振興対策費］ 7,194 9,553 △ 2,359 48 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

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］ 6,747 6,650 97 企画課 48 頁

町民参加の推進 23,459 23,640 △ 181
［連合自治会費］ 23,459 23,640 △ 181 総務課 48 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

男女共同参画の推進 23 23 0
［男女共同参画推進事業費］ 23 23 0 町民課 69 頁

男女共同参画の推進にかかる啓発等を行う

人権の尊重 5,301 5,925 △ 624
［人権啓発事業費］ 1,763 1,926 △ 163 町民課 69 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］ 3,538 3,999 △ 461 町民課 158 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 90,000 92,523 △ 2,523

「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等を活用した地
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の活動を通じて、地域への
定住・定着を図る

・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

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（まちづくり協議会）づくり」を推進する
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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・後期基本計画）　／　細項目　／　事業の概要等 区分 令和３年度 令和２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 4,111,487 2,823,161 1,288,326
広報・情報発信の充実とSociety5.0の実現 292,344 323,064 △ 30,720

［電算システム開発事業費］ 114,288 153,852 △ 39,564 企画課 39 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_31

［電算システム運営事業費］ 132,300 125,184 7,116 企画課 39 頁
行政情報のデジタル化を促進し、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］ 32,788 31,640 1,148 企画課 40 頁
行政情報のデジタル化を促進し、町民と行政の情報共有を図る

［戸籍電算システム費］ 9,403 8,743 660 町民課 54 頁

［文書広報費］ 3,565 3,645 △ 80 企画課 40 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

健全な財政運営の推進 3,060,544 2,332,265 728,279
［減債基金費］ 282 99,336 △ 99,054 財政課 41 頁

利子積立金

［ふるさとづくり基金費］ 500,027 300,107 199,920 財政課 41 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） 2,478,438 1,829,463 648,975 財政課 167 頁
［町債元金償還費］　（繰上償還分） 1,500 8,400 △ 6,900
［町債利子償還費］　（通常分） 79,580 94,335 △ 14,755 財政課 167 頁
［公債諸費］ 717 624 93 財政課 167 頁

行政改革の推進 758,599 167,832 590,767
［小代地域局庁舎建設事業費］（債務負担行為） 758,599 167,832 590,767 小代地域局 44 頁

概_32

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

「７」　計 4,111,487 2,823,161 1,288,326

※ 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２年度当初予算と令和３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。

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

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
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【再掲】 令和３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・後期基本計画）　 令和３年度 令和２年度 比較増減

１．ふるさとを担う子どもを育むまち 1,291,236 1,640,466 △ 349,230

２．若者がいきいきと働くまち 765,541 1,134,452 △ 368,911

３．みんなが安心して暮らせる健康長寿のまち 2,411,825 2,391,533 20,292

４．みんなで創る魅力あるまち 2,850,050 2,912,083 △ 62,033
５．地域の豊かな資源を生かすまち 230,150 302,456 △ 72,306
６．協働によるまちづくりの推進 90,000 92,523 △ 2,523
７．経営的視点にたった行財政運営の推進 4,111,487 2,823,161 1,288,326

　　合　　計 11,750,289 11,296,674 453,615

※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 10

項 2

目 2

細目 32

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

【事業の目的】

【事業の概要】

１　「国語科学力向上委員会」「算数科学力向上委員会」を設置し、町内小学校の教員を対象に

２　予算　　　講師報償費 120 千円

　　　　　　　　講師旅費 62 千円

　　　　　　　　消耗品費 20 千円

【主な財源】

136

教育費 所管

小学校費 こども教育課

区分 教育振興費 区分

小学校国語科算数科学力向上事業費 新規

小学校国語科算数科学力向上事業費

総合計画
ふるさとを担う子どもを育むまち

学校と地域がつながるまち

予算額
本年度（R3） 前年度（R2） 増減

202 0 202

　　研修会を実施する。

財源内訳
県支出金 一般財源

202

　新学習指導要領の実施を踏まえ、各教科で子どもたちに「記録」「要約」「説明」「論述」等の言
語活動を充実させることが求められている。このような中、小学校の国語科及び算数科の指導を
行う教員の資質の向上を図り、児童の学力向上に資する。



№ 2 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 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】

第２期香美町教育振興基本計画策定事業

１　香美町教育振興基本計画策定委員会

（1）委員報償費 95 千円

委員13名のうち対象７名、年３回開催予定

学識経験者（アドバイザー）１名

（2）費用弁償 115 千円

２　冊子印刷製本費用 776 千円

香美町教育振興基本計画冊子印刷

啓発用パンフレット印刷

【主な財源】

125

教育費 所管

教育総務費 教育総務課

区分 事務局費 区分

教育振興基本計画策定事業費

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

学校と地域がつながるまち

予算額
本年度（R3） 前年度（R2） 増減

986 1,889 △ 903

　令和２年度に実施した、町民、保護者、児童・生徒及び教職員に対してのアンケート結果を基
礎資料とし、令和３年度に計画策定を行う。

財源内訳
県支出金 一般財源

986

　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。



№ 3 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 10

項 5

目 2

細目 13

細々目 11

基本方針 1

基本計画 3

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

116,000 1,400

【事業の目的】

【事業の概要】

　（主な事業）

１　工事請負費 22,000 千円

・アスファルト舗装工　Ａ＝3,500㎡

・区画線設置工　Ｌ＝1,270ｍ

・フェンス設置工　Ｌ＝50ｍ　

２　土地購入費 94,000 千円

・用地取得：３筆、総面積2,439.32㎡＝732.35坪

３　修繕料 1,488 千円

【主な財源】

公民館施設整備事業債　［過疎対策事業債］ 116,000 千円

ふるさとづくり基金繰入金 1,400 千円

区分 公民館費 区分

公民館施設整備事業費 新規

155

教育費 所管

社会教育費 生涯学習課

公民館施設整備事業費

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

　旧香住幼稚園跡駐車場用地を購入し、舗装整備等を行うことにより、将来にわたり、町民が多
種多様な文化芸術等にふれることができ、文化ホールにおける大規模集客事業に対応できる駐
車場として環境整備を図る。

予算額
本年度（R3） 前年度（R2） 増減

117,488 1,600 115,888

財源内訳
県支出金 一般財源

88



№ 4 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 10

項 5

目 3

細目 17

細々目 11

基本方針 1

基本計画 4

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

19,000

【事業の目的】

【事業の概要】

１　大乗寺防災防犯施設整備事業

事業主体者　（宗）大乗寺 18,575 千円

事業費 111,532 千円

国庫補助 75% 83,649 千円

町補助 17% 18,575 千円

事業者負担 8% 9,308 千円

２　「香美町の三番叟」訓谷三番叟衣装整備事業 449 千円

事業主体者　訓谷若手会

事業費 899 千円

町補助 50% 449 千円

事業者負担 50% 500 千円

【主な財源】

ふるさとづくり基金繰入金 19,000 千円

155

教育費 所管

社会教育費 生涯学習課

区分 文化財保護費 区分

指定文化財保存整備事業費 新規

指定文化財保存整備事業費

総合計画
ふるさとを担う子どもを育むまち

文化を育み創るまち

予算額
本年度（R3） 前年度（R2） 増減

19,024 400 18,624

 　県の指定重要無形民俗文化財である「香美町の三番叟」のうち、訓谷地区で行われている訓
谷三番叟は、これまで地区内の小・中学生が踏子を担ってきたが、近年の少子化の影響で、踏
子が確保できない状態となっていることから、訓谷三番叟の保存団体である訓谷若手会の会員
が踏子を継承することとなった。
　ついては、三番叟の衣装は子ども用のものしかないことから、大人用の衣装を新たに仕立て
る。

財源内訳
県支出金 一般財源

24

　国の指定重要文化財である「大乗寺障壁画」を所蔵する大乗寺における防災防犯設備は、昭
和50年に国庫補助を受けて整備されたが、現在は老朽化により機能しておらず、また、近年文
化財の火災等が頻発していることからも、早急に整備すべきものとして実施する。

　町内における指定文化財の保存整備等について関係団体への支援を行い、文化芸術活動の
保護・振興を図る。



№ 5 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 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】　

　（主な事業）

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　設備導入支援事業補助金 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　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） 3,275 千円

103

商工費 所管

地域しごと支援事業費

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

3,775 3,036

　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

地域を担う産業人を育むまち

予算額
本年度（R3） 前年度（R2） 増減

6,811 7,779 △ 968

（1）社内研修　@150千円×３件

（2）従業員研修　＠20千円×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。

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、商工会
へ業務を委託する。

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。



№ 6 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 1

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

2,300

【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 316 千円

【主な財源】

ふるさとづくり基金繰入金 2,300 千円

103

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

地域を担う産業人を育むまち

予算額
本年度（R3） 前年度（R2） 増減

2,316 5,877 △ 3,561

財源内訳
県支出金 一般財源

16

　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。

　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。



№ 7 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 6

項 1

目 3

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

1,000 9,200

【事業の目的】

　 経営規模が零細で条件不利な中山間地域である本町の農業における継続維持、経営の安定

及び生産性の向上を図るため、国県事業では補助対象となりにくい事業について、町単農業振興

対策事業を拡充し支援する。

【事業の概要】

　（主な事業）

　１　農業近代化施設整備事業補助金 （農業用機械器具購入補助）　＜拡充＞ 6,000 千円

　 地域農業の中核的担い手及び認定農業者の育成・確保を推進するため、現在最も大きな隘

路となっているトラクターやコンバイン等、大型農業機械器具導入に対する支援を拡充する。

　・補助率　　     　1/3　（現行：1/3）

　・補助対象額　　200千円以上 10,000千円以下　（現行：500千円以上 3,000千円未満）

　・補助限度額　　3,333千円  （現行：999千円）

　・採択基準　 　　認定農業者、左に準じる者、法人格を持った集落営農組織、農業法人

　  　　　　　　　　　　　（現行：5戸以上の共同施行者、認定農業者）

　・予算額　　　　　＠6,000千円/台×1/3×３台　＝　6,000千円

　２　農業法人等組織化支援事業補助金　＜新規＞ 1,000 千円

　 担い手の高齢化、出入り作の増加等により集落営農組織の維持自体が難しくなりつつある

中で、将来に向け持続的・安定的な地域営農を確保するため、小学校区単位など広域的な営

農エリアで活動する農業法人等の組織化を目指し、そのための支援策を創設する。

　・補助率、補助金額　　　100％、 上限 500千円/組織

　・法人の経営単位　　 　小学校区等、又は旧町を越える広域的エリアを原則

　・補助対象経費　         法人組織の設立準備等に係る経費

　・交付申請時期　　　　　具体的な検討の後、法人化の目途が立った時点で申請

　・予算額　　　　　　　 　　＠500千円/組織×２組織　＝　1,000千円　　

【主な財源】

過疎地域自立促進特別事業債　［過疎対策事業債］ 1,000 千円

ふるさとづくり基金繰入金 9,200 千円

区分 農業振興費 区分

町単農業振興対策事業費 拡充

90

農林水産業費 所管

農業費 農林水産課

予算額
本年度（R3） 前年度（R2） 増減

12,494 6,645 5,849

町単農業振興対策事業費

総合計画
若者がいきいきと働くまち

次代を生かす農林業を振興するまち

財源内訳
県支出金 一般財源

2,294

（会議費、旅費、事務費、講師謝金、調査研究費、定款作成や法人登記等に係る費用）



№ 8 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 2

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

【事業の目的】

　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。

【事業の概要】

　　森林環境譲与税の活用

10,180 千円

564 千円

380 千円

4,950 千円

10,400 千円

250 千円

156 千円

299 千円

100 千円

計 27,279 千円

○森林環境譲与税 32,652 千円

【主な財源】

98

農林水産業費 所管

森林環境経営管理事業費 拡充

森林環境経営管理事業費

林業費 農林水産課

区分 林業振興費 区分

財源内訳
県支出金 一般財源

27,279

総合計画
若者がいきいきと働くまち

次代を生かす農林業を振興するまち

予算額
本年度（R3） 前年度（R2） 増減

27,279 13,264 14,015

７　千古の森管理委託料 （施業面積 3,800㎡）

８　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

９　電話代・郵券料

（総務費 ： 基金積立金　5,373千円 ）

１　条件不利地間伐推進事業 （切捨 30ha、枝打・玉切・片付 20ha）

２　町単伐倒駆除委託料 (材積 50㎥）

３　町単樹幹注入委託料 （マツ 32本、薬剤 115本）

４　香美町里山防災林整備事業 （調査 1.5ha×2ヶ所）　　　　　　　　 　　  　　  　＜新規＞

５　沿道森林美化整備事業補助金 （通常伐採、危険木伐採、搬出等 5.2ha）　　＜新規＞

６　木の駅プロジェクト補助金 （香美町、新温泉町、北但西部森林組合   各250千円負担）



№ 9 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 3

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

0 22,600 0 2,741

【事業の目的】

　 新型コロナウィルス感染症の拡大による魚介類及び水産加工品（特に業務用商品）の販

売量の落ち込みを要因とする、町内冷凍冷蔵庫等の保管場所不足を解消するため、町外に

確保した保管場所への商品及び原料等の移動・保管に係る経費に対し補助を行い、漁業及

び水産加工業の維持、安定化を図る。

　　　　※令和２年度（４月補正予算）　 コロナ支援事業の継続実施

【事業の概要】

　（主な事業）

　　水産物冷蔵保管調整支援補助金 2,436 千円

１　運搬料

＠220,000円（往復） × ５台 ＝   　　1,100,000円

２　冷蔵庫保管料差額（町外での保管料 － 町内での保管料） 

2,793,000円 － 1,601,000円　＝ 　  1,192,000円

３　荷役料（町外への搬出、搬入時分）

＠24円 × 6,000個　＝　　　　　　　 　  144,000円

　（８㎏ケース × 1,200個/台 × ５台）

【主な財源】

ふるさとづくり基金繰入金 2,400 千円

100

農林水産業費 所管

水産業振興事業費

水産業振興事業費

水産業費 農林水産課

区分 水産業振興費 区分

財源内訳
県支出金 一般財源

0 2,972

総合計画
若者がいきいきと働くまち

水産業を振興するまち

予算額
本年度（R3） 前年度（R2） 増減

28,313 417,807 △ 389,494



№ 10 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 1

細々目 －

基本方針 2

基本計画 4

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

2,100 16,300

【事業の目的】

【事業の概要】　

　（主な事業）

　（新規事業）

１　小規模事業者持続化補助金 3,000 千円

（補助率：15％　上限100千円）

【主な財源】

ふるさとづくり基金繰入金 3,000 千円

102

商工費 所管

財源内訳
県支出金 一般財源

500 4,417

　コロナ禍で、小規模事業者が直面する各種制度変更等に対応するため、経営計画を作成し、
それらに基づいて行う販路開拓の取組み等の経費の一部について補助を行う。

総合計画
若者がいきいきと働くまち

地域資源を生かし人と経済の循環を生みだすまち

予算額
本年度（R3） 前年度（R2） 増減

23,317 16,945 6,372

コロナ禍で、国の制度を活用して、HACCPや働き方改革等の制度改正等に対応し、経営
計画の作成とそれらに基づき販路開拓等の取組を行う小規模事業者に対して経費の一部
を補助金を交付する。

@100千円×30件

一般経常費 拡充

－

商工費 観光商工課

区分 商工業振興費 区分



№ 11 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 2

基本計画 4

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】

　（主な事業）

１　印刷製本費等事務費 554 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）ジオカヤック体験

（3）ジオパークバスツアーの開催

（4）清掃活動

（5）ジオパークウォーキングの開催

（6）シャワークライミング体験

（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

４　山陰海岸ジオパークトレイル標柱設置費 600 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

地域創生推進費補助金（県費　　補助率1/2） 300 千円

105

商工費 所管

商工費 観光商工課

区分 観光費 区分

山陰海岸ジオパーク推進事業費

予算額
本年度（R3） 前年度（R2） 増減

7,171 6,971 200

山陰海岸ジオパーク推進事業費

総合計画
若者がいきいきと働くまち

地域資源を生かし人と経済の循環を生みだすまち

財源内訳
県支出金 一般財源

300 2,971



№ 12 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 15

細々目 －

基本方針 2

基本計画 4

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

9,448

【事業の目的】

【事業の概要】

　（主な事業）

１　指定管理料 6,000 千円

２　再生計画策定業務 1,980 千円

３　高圧電気設備改修工事 1,357 千円

【主な財源】

ふるさとづくり基金繰入金 9,300 千円

災害共済保険料等に対する指定寄附金 148 千円

109

商工費 所管

商工費 村岡地域局

区分 観光費 区分

但馬高原植物園管理運営費 拡充

－

総合計画
若者がいきいきと働くまち

地域資源を生かし人と経済の循環を生みだすまち

予算額
本年度（R3） 前年度（R2） 増減

9,646 5,346 4,300

　植物園の管理に係る固定経費及び植栽管理のレベルアップに係る投資的経費を指定管
理料として計上し、植物園に対する運営支援を行う。

　近年の有害鳥獣被害等により、園内の植生が衰退している現状から、植物園の再生を
目指すため、植生調査及び再生計画を策定する。

　電気設備（高圧ケーブル）が経年劣化により法定点検上の指摘を受けている現状から、
改修工事を行う。

財源内訳
県支出金 一般財源

198

　瀞川平の自然にふれ、四季の感じられる施設の運営と維持管理を行い、香美町内の観光施設
への中継点を目指す。



№ 13 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 4

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

72,000 2,000

【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】

　（主な事業）

１　委託料 11,370 千円

・ハチ北温泉湯治の郷　空調設備改修工事　設計監理業務

・吉滝園地　遊歩道整備工事　測量設計業務

２　工事請負費 66,456 千円

・ハチ北温泉湯治の郷　空調設備改修工事

・小代ゴンドラリフト　制御盤改修工事

・観光看板撤去工事（村岡区和田）

３　負担金補助及び交付金 2,000 千円

・温泉地域整備事業費補助金

【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］ 10,700 千円

小代ゴンドラリフト整備事業債　［過疎対策事業債］ 55,500 千円

吉滝周辺地域整備事業債　［過疎対策事業債］ 5,800 千円

自然環境整備交付金（県費　　補助率45％） 4,781 千円

温泉地域開発基金繰入金 2,000 千円

商工費 所管

商工費 観光商工課

111

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

地域資源を生かし人と経済の循環を生みだすまち

区分 観光費 区分

観光開発整備事業費

財源内訳
県支出金 一般財源

4,781 4,925

予算額
本年度（R3） 前年度（R2） 増減

83,706 75,255 8,451



№ 14 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 4

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】　

　※事業名称変更　R2：６次産業化推進事業費　→　R3：ものづくり推進事業費

　（主な事業）

１　ものづくり支援事業補助金 3,000 千円

２　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） 1,500 千円

区分 商工業振興費 区分

ものづくり推進事業費 拡充

103

商工費 所管

商工費 観光商工課

予算額
本年度（R3） 前年度（R2） 増減

4,080 2,080 2,000

ものづくり推進事業費

総合計画
若者がいきいきと働くまち

地域資源を生かし人と経済の循環を生みだすまち

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

1,500 2,580

地域資源を活用し、地域の活性化と商工業の振興を図る。



№ 15 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

167 1,100

【事業の目的】

【事業の概要】

　　（拡充事業）不妊治療費助成事業

令和３年度拡充分

　不妊治療の段階に応じて、特定不妊治療と一般不妊治療の２つ助成事業を設ける。

　特定不妊治療は１回あたり15万円に拡充、男性不妊治療についても同様。

　 ＠100,000×10件 1,000 千円

一般不妊治療は１年度あたり５万円を上限に助成することを新たに追加する。

＠50,000×２件 100 千円

参考 　特定不妊治療費助成　実績 H30　　９件 650千円

R1　　11件 850千円

R2　　 ８件 550千円

【主な財源】

過疎地域自立促進特別事業債　［過疎対策事業債］ 1,100 千円

財源内訳
県支出金 一般財源

158 9,691

　少子化対策として実施している特定不妊治療費助成事業について拡充し、妊娠を望む夫婦の
経済的負担の軽減を図る。

現行制度：特定不妊治療費助成１回あたり10万円、男性不妊治療費助成も同様。

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（R3） 前年度（R2） 増減

11,116 12,512 △ 1,396

78

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 拡充

－

総合計画



№ 16 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 4

項 1

目 2

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

4,500 14,500

【事業の目的】

　　　新型コロナウイルス感染症の先行きが見えない状況下でもあり、定期予防接種の対象ではない

　　０歳６か月～18歳、身体障害者手帳保持者、特定疾患医療受給者証保持者に対して助成を行い、

　　子育て世代等の負担軽減をはかるとともに感染症の予防や重症化予防をはかる。

【事業の概要】

　（主な事業）

　　（拡充事業）任意インフルエンザ予防接種事業

１　助成対象者

　・０歳６か月～18歳

  ・身体障害者手帳保持者

  ・特定疾患医療受給者証保持者

２　助成額

　１回2,000円の助成

３　予防接種委託料 4,536 千円

　任意インフルエンザ委託料　

 ・６か月～13歳まで（２回接種）

 ・13歳～18歳まで（１回接種）

 ・障害者等（１回接種）

【主な財源】

過疎地域自立促進特別事業債　［過疎対策事業債］ 4,500 千円

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（R3） 前年度（R2） 増減

42,870 38,050 4,820

財源内訳
県支出金 一般財源

23,870

区分 予防費 区分

予防接種費 拡充*

－

保健衛生費 健康課

81

衛生費 所管



№ 17 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 4

項 1

目 2

細目 7

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

【事業の目的】

　自宅にひきこもりがちな人が、経験を通して人とつながり、自信をつけて自己肯定感を高め、

ひきこもり状態から脱却するための一歩となることを目的に居場所をづくりを進める。

【事業の概要】

　（主な事業）

　居場所づくり事業

ひきこもり状態にある人が、こころの健康を保持増進していくために、悩みを相談でき、

他者との付き合い方、ストレスに直面した時の対処法を学ぶことができる居場所づくりを

進めていくために居場所を開設する。

１　対象者 ひきこもり状態にある人とその家族

２　事業内容　　　　　　居場所の運営、相談、訪問支援、ひきこもりの啓発活動、家族への支援

３　開所時期 令和３年６月予定

４　開設曜日・時間 週５日（月～金曜日）10時～16時

５　委託先 兵庫ひきこもり相談支援センター但馬地域ブランチ

（ＮＰＯ法人コウノトリ豊岡・いのちのネットワーク　ドーナツの会）

６　予算額内訳

・若年層対策事業委託料 3,000 千円

・備品購入費 580 千円

・消耗品費 20 千円

【主な財源】

こころの健康づくり対策事業補助金（県費　　補助率2/3） 2,400 千円

予算額
本年度（R3） 前年度（R2） 増減

3,985 515 3,470

財源内訳
県支出金 一般財源

2,592 1,393

こころの健康づくり対策事業費 新規

－

総合計画
みんなが安心して暮らせる長寿のまち

健やかに暮らせるまち

衛生費 所管

保健衛生費 健康課

区分 予防費 区分

81



№ 18 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 4

項 1

目 2

細目 13

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

86,168

【事業の目的】

　ワクチン接種により新型コロナウイルス感染症の発症・重症化予防や社会全体での感染症の流行を防ぐ。

【事業の概要】

１　予防接種必要物品の購入、予防接種の案内チラシ等の作成 755 千円

　消耗品費　用紙代等　医療用品　医薬材料費

２　65歳未満の方に接種券を発送する。 1,442 千円

　郵券料、ハガキ代

３　新型コロナウイルスワクチン接種を実施する。 75,269 千円

　接種委託料

　令和３年度対象者：65歳以上7,077人、65歳未満9,803人　それぞれ２回接種

　看護師出務　70回

４　会計年度任用職員報酬（看護師・保健師） 3,789 千円

５　医療廃棄物処理手数料 825 千円

６　自動車借上料　ドクター送迎用 1,300 千円

　町民送迎用バス

７　コールセンターの運営費を計上する。 2,788 千円

　コールセンター委託料（4月～7月）

　電話料　光回線１回線５チャンネル

　　　　　　 アダプターレンタル料

　            通話料

【主な財源】

新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費補助金（国費　　全額補助） 86,168 千円

82

衛生費 所管

保健衛生費 健康課

－

総合計画
みんなが安心して暮らせる長寿のまち

健やかに暮らせるまち

区分 予防費 区分

新型コロナウイルス感染症予防接種事業費 新規*

財源内訳
県支出金 一般財源

0

予算額
本年度（R3） 前年度（R2） 増減

86,168 0 86,168
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（単位：千円）

款 3

項 1

目 1

細目 58

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

46,200 2,234

【事業の目的】

【事業の概要】

（主な事業）

１　香住地域福祉センター外壁等改修工事 45,000 千円

・ 建築工事　１式

２　香住地域福祉センター外壁等改修工事監理業務委託 1,200 千円

・ 香住地域福祉センター外壁等改修工事の工事監理業務　　　１式

【主な財源】

香住地域福祉センター整備事業債　［緊急防災・減災事業債］ 充当率 100％ 46,200 千円

　実施設計に基づき香住地域福祉センターの改修工事を行う。併せて、改修工事に伴う工事監
理業務委託を行う。

財源内訳
県支出金 一般財源

3,102

　香住地域福祉センターは、平成４年に建設され、28年が経過しており、経年劣化による外壁塗
装の剥がれやクラックが生じている。「香美町公共施設等総合管理計画」に基づき、施設の長寿
命化を図るため外壁等の改修工事を実施する。

総合計画
みんなが安心して暮らせる健康長寿のまち

みんなで支え合い幸せに暮らせるまち

予算額
本年度（R3） 前年度（R2） 増減

51,536 7,000 44,536

－

64

民生費 所管

社会福祉費 福祉課

区分 社会福祉総務費 区分

香住地域福祉センター費 新規



№ 20 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

2,000

【事業の目的】

　現在、介護職員が不足しており、今後益々人材の確保が困難になることが予想されるため、町内の

介護事業所に就職した者及び採用した事業所に助成を行い、介護人材の確保を図る。

　介護人材確保パンフレットをリニューアルし、介護人材確保に活用する。

　また、介護人材育成のため、介護職に必要な初任者研修等の受講費用の助成も行う。

【事業の概要】

　　（主な事業）

１　介護職に必要な資格取得のために必要な研修の受講料の全額又は一部を助成 1,713 千円

【拡充】 ※　更なる人材育成推進のため、補助率3/4、1/2を10/10（上限あり）とし、事業

　　所が研修に対し助成している場合はその事業所に対しても助成を拡充する。

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の実施

　 ①　新規介護職員就業者への助成 1,150 千円

　　・１年経過後５万円、２年経過後10万円、３年経過後15万円を交付する。

　　・就業時に25歳以下の者は各年の助成額に５万円を加算する。

【拡充】 ※　更なる人材確保推進のため、４０歳までという年齢条件をなくし、町内事業所

　　に就職した町外在住者も半額助成を行う。

②　事業者への助成 600 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30万円を交付する。

【新規】 ３　I・Uターンの新規介護職員就業者への助成

①　IターンまたはUターンし町内で介護職員として就業する者に対し、引越費用 400 千円

　　 （上限10万円）を助成　　　

②　IターンまたはUターンし町内で介護職員として就業した者で、町内の賃貸住 480 千円

　　宅に居住している者に２年間の家賃を助成（上限２万円/月）

【継続】 ４　介護人材確保パンフレット作成　 1,161 千円

　　・介護人材確保のパンフレットをリニューアルして作成する。

【主な財源】

介護人材確保支援事業費補助金（県費　　補助率3/4） 2,241 千円

ふるさとづくり基金繰入金 2,000 千円

財源内訳
県支出金 一般財源

2,241 1,268

予算額
本年度（R3） 前年度（R2） 増減

5,509 4,306 1,203

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

みんなで支え合い幸せに暮らせるまち

区分 老人福祉費 区分

介護職員確保対策事業費 拡充

68

民生費 所管

社会福祉費 福祉課



№ 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

41,400

【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

　 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。

【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 90,000 10% 9,000

継続 10,000 10% 1,000

継続 200,000 10% 20,000

継続 160,000 10% 16,000

460,000 46,000

【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46,000千円×90％ 41,400 千円

区分 土木総務費 区分

急傾斜地崩壊対策事業費

114

土木費 所管

土木管理費 建設課

予算額
本年度（R3） 前年度（R2） 増減

46,000 24,700 21,300

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

みんなでつくる災害に強いまち

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

香住区市午(2)

村岡区熊波(2)

村岡区和田(3)

香住区隼人

財源内訳
県支出金 一般財源

4,600

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 －

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

15,500

【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】

　　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　委託料 5,000 千円

　　（１）起債事業

　　　①丹生地川　河川改良測量設計委託料 香住区丹生地　Ｌ＝270ｍ

　２　工事請負費 13,000 千円

　　（１）起債事業

　　　①明王寺川　河川改良工事 香住区訓谷　 Ｌ＝30ｍ

　　　②ヲメ川　土砂浚渫工事 香住区下浜 Ｌ＝270ｍ

　　　③丹生地川　土砂浚渫工事 香住区丹生地　Ｌ＝150ｍ

　　　④神木川　河川改良工事 小代区佐坊 Ｌ＝60ｍ

　　（２）町単独事業

　　　①細尾谷川　土砂浚渫工事 村岡区長板 Ｌ＝100ｍ

　　　②高坂川　土砂浚渫工事 村岡区高坂 Ｌ＝10ｍ

　３　負担金補助及び交付金 136 千円

　　（１）兵庫県治水・防災協会費

【主な財源】

緊急自然災害防止対策事業債　※丹生地川、明王寺川、神木川 充当率 100％ 10,500 千円

緊急浚渫推進事業債　※ヲメ川、丹生地川 充当率 100％ 5,000 千円

116

区分 河川総務費 区分

一般経常費

土木費 所管

河川費 建設課

予算額
本年度（R3） 前年度（R2） 増減

18,136 105,111 △ 86,975

－

総合計画
みんなで創る魅力あるまち

みんなでつくる災害に強いまち

財源内訳
県支出金 一般財源

2,636



№ 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 みんなでつくる災害に強いまち

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

12,000 190 5,500

【事業の目的】

消防に係る備品、施設を適正に管理し、消防活動の円滑な運営を図る。

【事業の概要】

１　消耗品関係 300 千円

　・消防団員ヘルメット、防火衣等更新

２　工事関係 14,200 千円

　・防火水槽新設工事（村岡区柤岡）

　・防火水槽改修工事（香住区丹生地、村岡区長板、小代区忠宮）　　

３　機械器具備品関係 4,820 千円

　・消防団用備品、消火栓用備品更新　

４　消火栓新設改良工事関係 10,557 千円

　【更新】　　香住区８基（境４基、上計３基、一日市）

　　　　　　　 村岡区６基（萩山、板仕野、八井谷、和池、川会、原）

　【移設】　　村岡区２基（高坂、柤岡）

【主な財源】

消防施設整備事業債　［過疎対策事業債］ 12,000 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 3,600 千円

121

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

消防施設整備費

総合計画

予算額
本年度（R3） 前年度（R2） 増減

29,877 46,689

※消防指令車（村岡支団）は、電源立地地域対策事業費で整備

△ 16,812

財源内訳
県支出金 一般財源

12,187



№ 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

29,816 28,100 691 4,135

【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

114 0 50,939 17,428

146 21,991 95,553 17,700

80 23,500 55,290 3,290

340 45,491 201,782 38,418

２　主な費用

 ・除雪委託料 150,000 千円

 ・除雪機械等修繕料 3,000 千円

 ・消雪装置等電気代 5,000 千円

 ・消雪装置管理委託料 8,100 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） 34,000 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 26,200 千円

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

・歩道除雪作業委託金（国費） ＝歩道（国道）除雪作業費×100％ 150 千円

・歩道除雪作業委託金（県費） ＝歩道（県道）除雪作業費×100％ 2,337 千円

・除雪ドーザー整備事業債　［過疎対策事業債］ 28,100 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％ 691 千円

・除雪車両売払い収入 2,200 千円

区分 道路維持費 区分

除雪費
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土木費 所管

道路橋梁費 建設課

予算額
本年度（R3） 前年度（R2） 増減

224,090 236,307 △ 12,217

除雪費

総合計画
みんなで創る魅力あるまち

交通網が充実したまち

区分 委託延長 消雪箇所数

香住区 50,939 36

財源内訳
県支出金 一般財源

2,337 159,011

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　15㎝以上）

計 156,291 36

村岡区 73,562 0

小代区 31,790 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

39,786 30,500

【事業の目的】

道路施設の防災対策等を実施し、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 65,000 千円

　（１）災害防除工事

　　①余部御崎線 香住区御崎　 Ｌ＝130ｍ

　　②鍛治屋久須部線 小代区久須部 Ｌ＝90ｍ

　（２）通学路安全対策工事

　　①狭間加鹿野線　側溝改良 香住区守柄 Ｌ＝50ｍ

　　②野間谷線　側溝改良 小代区野間谷 Ｌ＝110ｍ

３　事務費 36 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％ 5,016 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％ 34,770 千円

・町道新設改良事業債　［過疎対策事業債］ 30,500 千円

116

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

財源内訳
県支出金 一般財源

250

総合計画
みんなで創る魅力あるまち

交通網が充実したまち

予算額
本年度（R3） 前年度（R2） 増減

70,536 43,525 27,011



№ 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

226,400

【事業の目的】

町道の整備・改修を進め、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 9,400 千円

　（１）測量設計委託料

　　①山手若松線道路改良　用地測量委託料 香住区若松

　　②安木１号線第５号橋他２橋　橋梁修繕　測量設計委託料 香住区奥安木他

　（２）調査設計委託料

　　①山手若松線道路改良　物件調査委託料 香住区若松

２　工事請負費 217,000 千円

　　①山手若松線他２路線　道路改良工事 香住区若松他

　　②和佐父線他１路線　法面対策工事 村岡区和佐父他

　　③兎和野ハチ北線他５路線　舗装修繕工事 村岡区和池他

　　④安木１号線第５号橋他２橋　橋梁修繕工事 香住区奥安木他

　　⑤東垣佐坊線　側溝改良工事 小代区佐坊・東垣

３　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］ 219,100 千円

町道新設改良事業債  ［緊急自然災害防止対策事業債］ 充当率 100％ 7,300 千円
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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

予算額
本年度（R3） 前年度（R2） 増減

226,452 237,902 △ 11,450

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

交通網が充実したまち

財源内訳
県支出金 一般財源

52



№ 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 53

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

18,810 8,200

【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 16,300 千円

　（１）測量調査等委託料

　　①橋梁定期点検委託料 68橋

２　工事請負費 17,000 千円

　（１）橋梁修繕工事

　　①高津宮神線［宮神１号橋］ 村岡区高津

　　②赤谷線［赤谷２号橋］ 村岡区味取・原

　　③谷山線［谷山１号橋］ 小代区大谷・城山

３　事務費 34 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％ 18,810 千円

・橋梁長寿命化補修事業債　［過疎対策事業債］ 8,200 千円

　　※橋梁定期点検業務は起債対象外

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（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

交通網が充実したまち

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）

財源内訳
県支出金 一般財源

6,324

予算額
本年度（R3） 前年度（R2） 増減

33,334 136,625 △ 103,291



№ 28 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 3

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

666 500

【事業の目的】

　 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。

【事業の概要】

１　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

２　老朽危険空家応急措置工事費 500 千円

３　香美町老朽危険空家除却支援補助金 3,330 千円

町単独事業分　333千円　×　６件　＝　1,998千円

国県補助対象事業分　1,332千円　×　１件　＝　1,332千円

【主な財源】

＝補助金対象事業費×1/3 666 千円

老朽危険空き家除却支援事業費補助金（県費） ＝補助金対象事業費×1/6 333 千円

土木費 所管

住宅費 建設課
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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

快適で心地よい住環境のまち

区分 住宅管理費 区分

空家等対策適正化事業費

社会資本整備総合交付金　空き家再生等推進事業（国費）

財源内訳
県支出金 一般財源

333 2,500

予算額
本年度（R3） 前年度（R2） 増減

3,999 2,167 1,832



№ 29 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 4

基本計画 4

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

959 7,501

【事業の目的】

【事業の概要】

１　移住定住サポート支援

（1）移住定住サポート業務 1,000 千円

 　　香美町との関わりを創出するツアー開催等業務

（2）移住促進支援補助金 150 千円

（3）移住相談会等への参加 1,253 千円

（4）移住体験施設開設支援補助金 1,000 千円

（5）移住支援金【観光商工課】 1,000 千円

（6）移住定住支援ウェブサイトの運営 1,004 千円

２　住宅対策、空き家の利活用促進

（1）住宅取得奨励金 6,000 千円

（2）住宅改修費助成金 7,500 千円

（3）商品券換金業務 650 千円

（4）空き家利活用促進支援補助金 1,600 千円

（5）定住支援活動奨励金 480 千円

（6）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

（1）ＩＣＴ関連オフィス等開設・設置支援事業補助金 1,786 千円

【主な財源】

地方創生推進交付金（国費　　補助率1/2） 959 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 7,500 千円

　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。

予算額
本年度（R3） 前年度（R2） 増減

23,983 24,805 △ 822

財源内訳
県支出金 一般財源

750 14,773

移住定住対策費

総合計画
みんなで創る魅力あるまち

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

総務費 所管

総務管理費 企画課

45



№ 30 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 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】

地域おこし協力隊員８人（継続２人＋新規６人） 35,918 千円

１　隊員の報酬 22,262 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 12,254 千円

(1) 木の駅プロジェクト業務（委託）

(2) 移住就活コーディネーター業務

(3) かすみ水産業振興拡大業務（委託）

(4) 「日本で最も美しい村香美町小代」運営業務（委託）

(5) 但馬高原植物園活性化推進業務（委託）

(6) 高校支援教育コーディネーター業務（委託）

(7) 【新規】射添地区地域づくり業務（委託）

(8) 【新規】小代内水面漁業事業承継業務（委託）

３　隊員起業支援及び募集関係 1,402 千円

香美町地域おこし協力隊起業支援補助金

募集経費　等

【主な財源】

　「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等を活用した地域お
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の活動を通じて、地域への定住・定
着を図る。

予算額
本年度（R3） 前年度（R2） 増減

35,918 35,706 212

財源内訳
県支出金 一般財源

35,918

－

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 企画費 区分

地域おこし協力隊活動事業費

47

総務費 所管

総務管理費 企画課



№ 31 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

1,611 12,400

【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 104,386 千円

　　＜既存システムの更新及び改修＞

LGWAN系ドメインサーバ兼ファイルサーバ更新業務

LGWAN系及び学校系メールサーバﾞ及びアンチウィルス対策サーバ更新業務

観光用ライブカメラ更新業務

申告支援システム更新業務《税務課》

税制改正による福祉医療システム改修業務《健康課》

基幹系資産管理システム更新業務

LGWAN系資産管理システム更新業務

　　＜新規システムの導入＞

【新規】LGWAN系仮想デスクトップ導入業務

【新規】EDRサーバ導入業務

【新規】EDR運用サービス導入業務

　※EDR・・・外部侵入やウィルスなどのセキュリティ対策を強化するためのもの

２　電算システムリース料、回線使用料 9,286 千円

３　廃棄処分手数料 616 千円

【主な財源】

感染症予防事業補助金（国庫　　補助率2/3） 1,611 千円

ふるさとづくり基金繰入金 12,400 千円

予算額
本年度（R3） 前年度（R2） 増減

114,288 153,852 △ 39,564

財源内訳
県支出金 一般財源

100,277

電算システム開発事業費

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 一般管理費 区分

電算システム開発事業費

39

総務費 所管

総務管理費 企画課



№ 32 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

692,700 29,000

【事業の目的】

【事業の概要】

１　委託料 15,999 千円

・ 小代地域局等改築工事施工監理業務　　　１式

・ 小代地域局等既設庁舎等解体撤去工事施工監理業務　　　１式

・ 備品等搬出入作業委託料　　　１式

２　工事請負費 713,600 千円

・ 小代地域局等改築工事（ＲＣ２階建）

建築工事　１式、電気設備工事　１式、機械設備工事　１式

昇降機設備工事　1式、外構工事　１式

・ 小代地域局既設庁舎等解体撤去工事

小代地域局・小代区総合センター及び小代基幹集落センター

解体撤去工事　　１式

３　庁用備品購入費 29,000 千円

・ 新庁舎備品購入費　１式

【主な財源】

510,900 千円

181,800 千円

ふるさとづくり基金繰入金 29,000 千円

44

総務費 所管

総務管理費 小代地域局

区分 財産管理費 区分

小代地域局庁舎建設事業費

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

予算額
本年度（R3） 前年度（R2） 増減

758,599 167,832 590,767

公共施設等除却事業債　［旧合併特例事業債]＝191,400千円×95％

財源内訳
県支出金 一般財源

36,899

小代地域局庁舎建設事業債　［旧合併特例事業債]＝537,880千円×95％

　小代地域局等の改築工事を令和２年度に引き続き令和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。新庁舎の供用に合せ必要な備品の購入を行う。
　また、新庁舎等供用後に既設庁舎等の解体撤去工事を行い、解体撤去工事に伴う監理業務
委託を行う。

　 「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。
 　また、新庁舎等供用後に小代地域局既設庁舎等の解体撤去を行う。
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