
令和４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４年度 令和３年度 比較増減 所管 予算書

(1) 地域で子育てを担うまち 707,908 740,076 △ 32,168
結婚・出産・育児に対する支援の充実 3,864 4,516 △ 652

［結婚支援対策費] 1,833 2,333 △ 500 企画課 44 頁 

［子育て世代包括支援センター事業費］ 2,031 2,183 △ 152 健康課 78 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 673,626 702,844 △ 29,218
［児童手当費］ 178,451 190,655 △ 12,204 福祉課 69 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］ 31,158 32,323 △ 1,165 健康課 70 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］ 31,808 31,587 221 健康課 70 頁 
こども（小学４年生～高校３年生世代）の医療費の一部負担金を無料化する

［保育所運営費］ 299,755 314,170 △ 14,415 こども教育課 70 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］ 16,256 18,743 △ 2,487 こども教育課 70 頁 
多様化する保育ニーズに対応するため、町内私立保育所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］ 12,250 11,544 706 こども教育課 71 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 71 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

［母子家庭等医療費給付事業費］ 1,631 1,821 △ 190 健康課 71 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］ 20,928 20,138 790 こども教育課 74 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）

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

・香美町保健センター内に移転した子育て世代包括支援センターにおいて、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



　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４年度 令和３年度 比較増減 所管 予算書

(1) ［放課後児童健全育成事業費］ 79,071 79,545 △ 474 こども教育課 74 頁 

【拡充】第３子以降の入所児童の利用料を軽減し、多子世帯を支援する

子育て・子育ち環境の充実 30,418 32,716 △ 2,298
［(目)児童福祉総務費／一般経常費］ 8,738 9,293 △ 555 福祉課 69 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
・放課後等デイサービス事業所補助金
　放課後等デイサービス事業所を支援することにより、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］ 21,680 23,423 △ 1,743 福祉課 70 頁 

(2) 学校と地域がつながるまち 627,214 376,329 250,885
チーム学校に基づいた学校教育の推進 625,140 374,224 250,916

ⅰ）小学校
［小学校施設営繕事業費］ 27,092 27,005 87 教育総務課 132 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
教育環境の質的向上を図るため、洋式トイレに暖房便座を設置する

［校外活動推進費］ 474 468 6 教育総務課 133 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］ 40,588 35,981 4,607 教育総務課 133 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環境の整備のため備品管理システムを導入する
・ＩＣＴ支援員が学校を訪問し、ＩＣＴを活用した授業等を行う教員を支援する

［(目)教育振興費／一般経常費］ 1,918 1,793 125 教育総務課 133 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］ 4,254 4,613 △ 359 教育総務課 134 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］ 1,925 1,600 325 こども教育課 134 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 134 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］ 240 240 0 こども教育課 134 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］ 281 202 79 こども教育課 135 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
研修会を実施する

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）

つづき



　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４年度 令和３年度 比較増減 所管 予算書

(2) ［スクール・サポート・スタッフ配置事業費］ 新規 * 6,096 0 6,096 こども教育課 135 頁 

［学びの保障・充実のための学習者用デジタル教科書導入事業費］ 新規 1,366 0 1,366 こども教育課 135 頁 
児童の学びの充実を図るとともに、指導者における学習者用デジタル教科書の活用の可能性 概_1
を広げるため、学習者用デジタル教科書を購入する

［小学校施設整備事業費］ 新規 64,922 0 64,922 教育総務課 135 頁 
地球温暖化抑制及び教育環境向上のため、小学校施設のＬＥＤ化を行う 概_2

［兎塚小学校整備事業費］ 新規 6,882 0 6,882 教育総務課 135 頁 
兎塚小学校校舎の改修工事に向けた設計を行う

ⅱ）中学校
［外国青年招致事業費］ 9,917 4,056 5,861 教育総務課 124 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］ 9,204 15,165 △ 5,961 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
教育環境の質的向上を図るため、洋式トイレに暖房便座を設置する

［部活動等推進費］ 11,072 11,007 65 教育総務課 139 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］ 23,331 22,047 1,284 教育総務課 139 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環境の整備のため備品管理システムを導入する
・ＩＣＴ支援員が学校を訪問し、ＩＣＴを活用した授業等を行う教員を支援する

［遠距離通学生徒援助費］ 10,737 10,081 656 教育総務課 140 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］ 700 1,100 △ 400 こども教育課 140 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］ 1,500 1,200 300 こども教育課 140 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］ 1,701 1,724 △ 23 こども教育課 140 頁 

［中学校英語力スキルアップ事業費］ 1,865 1,865 0 こども教育課 140 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

［スクール・サポート・スタッフ配置事業費］ 新規 1,829 0 1,829 こども教育課 141 頁 

［小代中学校整備事業費］ 184,431 5,506 178,925 教育総務課 141 頁 
小代中学校校舎の大規模改修工事を行う 概_3

教員が計画に沿った教育課程を実現できるよう負担軽減を図るため、教員の業務補助やその
他専門知識を必要としない業務を行うスタッフを全小学校に配置する

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

教員が計画に沿った教育課程を実現できるよう負担軽減を図るため、教員の業務補助やその
他専門知識を必要としない業務を行うスタッフを全中学校に配置する

つづき



　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４年度 令和３年度 比較増減 所管 予算書

(2) ⅲ）幼稚園
［幼稚園施設営繕事業費］ 4,333 4,593 △ 260 教育総務課 146 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
教育環境の質的向上を図るため、洋式トイレに暖房便座を設置する

［幼稚園一時預かり事業費］ 10,035 8,624 1,411 こども教育課 147 頁 

［幼稚園施設整備事業費］ 新規 7,583 0 7,583 教育総務課 147 頁 
地球温暖化抑制及び教育環境向上のため、幼稚園施設のＬＥＤ化を行う 概_4

ⅳ）その他
［大学連携推進事業費］ 3,419 3,551 △ 132 企画課 47 頁 

・姫路大学の畜産研究の推進に対し、連携し支援を行う

［(目)事務局費／一般経常費］≪一部・補助金≫ 940 2,340 △ 1,400 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］ 275 278 △ 3 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

［高校魅力化支援事業費］ 12,400 15,280 △ 2,880 企画課 125 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（20人：全学年）

［(目)学校給食費／一般経常費］ 164,656 184,860 △ 20,204 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］ 4,380 4,251 129 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 1,879 1,910 △ 31
［ひょうご放課後プラン事業費］ 1,879 1,910 △ 31 生涯学習課 149 頁 

地域連携の推進 195 195 0
［ふるさと教育応援団事業費］ 195 195 0 こども教育課 134 頁 

140 頁 

(3) 生涯を通じ学びあうまち 34,504 141,571 △ 107,067
施設の整備・充実 11,670 117,488 △ 105,818

［公民館施設整備事業費］ 11,670 117,488 △ 105,818 生涯学習課 155 頁 
香住区中央公民館ロビーの空調機器が不調のため更新する

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

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

つづき



　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４年度 令和３年度 比較増減 所管 予算書

生涯学習の推進 12,597 12,172 425
［香住区公民館事業費］ 5,237 5,037 200 生涯学習課 153 頁 

子ども、一般、高齢者対象の講座を開設し、生涯学習活動の機会を提供する
区民祭、企画展示などを企画・立案、実施し、区民の文化意識の高揚を図る

［村岡区公民館事業費］ 1,867 1,852 15 生涯学習課 153 頁 
公民館活動の充実と各公民館を拠点とした文化活動・学習機会を充実する
高齢者大学、公民館講座、ふるさと語り部講座、文化祭、各種文化事業を開催する

［小代区地域連携センター事業費］ 487 489 △ 2 生涯学習課 154 頁 
公民館いきいき教室、生涯学習講座を開催する
文化的活動、趣味教養に関する講座とグループ活動を育成する
芸能発表会、おじろスポーツフェスティバル21の開催

［図書事業費］ 5,006 4,794 212 生涯学習課 154 頁 

スポーツの推進 10,237 11,911 △ 1,674
［(目)保健体育総務費／一般経常費］ 4,583 4,685 △ 102 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］ 2,528 2,771 △ 243 生涯学習課 158 頁 
・スポーツ推進委員の資質等向上のため、全国・近畿・兵庫県研究協議会へ参加
・町及び各種スポーツ団体等の主催する行事への協力

［スポーツ振興費］ 3,069 2,553 516 生涯学習課 159 頁 
【新規】スポーツ指導者の養成経費補助金
・町民を対象とした様々な種目のスポーツ教室の開催

［ワールドマスターズゲームズ受入事業費］ 57 1,902 △ 1,845 生涯学習課 159 頁 

(4) 文化を育み創るまち 12,176 30,726 △ 18,550
芸術文化活動の推進 9,885 10,171 △ 286

［文化ホール事業費］ 9,885 10,171 △ 286 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

文化財の保護 2,204 20,474 △ 18,270
［指定文化財保存整備事業費］ 1,527 19,024 △ 17,497 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
・（県指定）「香美町の三番叟」香住三番叟の衣装整備
・（町指定）安木八坂神社モチの木を主とした社叢整備

公民館図書の充実を図り、読書活動の実施を促し、町ぐるみで生涯を通した読書運動に取り
組む

・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ホームページ、ＳＮＳの更新、オリエンテーリング体験会の実
施、組織委員会、兵庫県実行委員会等との連絡調整及び会議



　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４年度 令和３年度 比較増減 所管 予算書

(4) ［歴史文化遺産活性化事業費］ 677 1,450 △ 773 生涯学習課 155 頁 
・伝統芸能のオンライン配信
・香住地区ふるさとガイドの作成

多文化共生社会の推進 87 81 6
［多文化共生事業費］ 87 81 6 企画課 49 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 1,381,802 1,288,702 93,100

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４年度 令和３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 23,281 13,351 9,930
農林水産業の担い手の確保・育成 1,301 2,393 △ 1,092

［新規就農・経営継承総合支援事業費］ 1,301 2,393 △ 1,092 農林水産課 90 頁 
認定新規就農者に認定された就農時49歳以下の農業者に対し支援し人材の一層の呼び込みと
定着を図る
・就農後の経営発展のために機械・施設等の導入に係る借入（上限1,000万円）の償還に
　対する補助
・新たに経営を開始する者に対して12.5万円/月（150万円/年）の資金助成（最長３年間）

観光業・商工業を支える人材への支援 6,104 9,127 △ 3,023
［地域しごと支援事業費］ 3,757 6,811 △ 3,054 観光商工課 102 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

・創業支援計画事業委託料
・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】事業承継推進事業委託料
【廃止】設備導入支援事業補助金

 [商工振興事業費] 2,347 2,316 31 観光商工課 102 頁 

・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 15,876 1,831 14,045
［(目)労働諸費／一般経常費］ 2,876 1,831 1,045 観光商工課 86 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）

［特定地域づくり事業費］ 新規 * 13,000 0 13,000 観光商工課 87 頁 
人口急減に対応するため、年間を通じた安定的な雇用環境や一定の給与水準を創出する 概_5
・特定地域づくり事業(運営費）補助金

・起業創業及び事業継承にかかるセミナ－、個別指導を行うとともに、新たな事業展開をめ
　ざす事業者の資金調達を支援する

地域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

つづき



　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４年度 令和３年度 比較増減 所管 予算書

(2) 次代を生かす農林業を振興するまち 357,789 347,920 9,869
農業の振興 124,391 142,831 △ 18,440

［中山間地域等直接支払事業費］ 62,798 62,807 △ 9 農林水産課 89 頁 

（第５期対策の３年目）
［町単農業振興対策事業費］ 24,273 12,494 11,779 農林水産課 89 頁 

・農地集積集約促進事業補助金
・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）
・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
・農業法人等組織化支援事業補助金

［環境保全型農業直接支払交付金事業費］ 3,370 3,370 0 農林水産課 90 頁 

［多面的機能支払事業費］ 24,822 24,836 △ 14 農林水産課 90 頁 

［農地中間管理事業等推進事業費］ 3,344 3,357 △ 13 農林水産課 91 頁 

［地域特産物販路拡大事業費］ 374 461 △ 87 農林水産課 91 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≫ 5,410 16,206 △ 10,796 農林水産課 93 頁 
・土地基盤整備事業補助金　５か所
　水利施設等、団体が行う農業用施設整備に対し補助する
【完了】［農地耕作条件改善事業費］ 0 19,300 △ 19,300 農林水産課

畜産の振興 29,306 14,511 14,795
［畜産振興対策事業費］ 11,172 10,243 929 農林水産課 92 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］ 2,830 1,234 1,596 小代地域局 92 頁 
小代堆肥センターの管理運営を指定管理により行う

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

　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



　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４年度 令和３年度 比較増減 所管 予算書

(2) ［村岡有機センター運営費］ 15,304 3,034 12,270 村岡地域局 92 頁 
村岡有機センターの管理運営を指定管理により行う
老朽化した堆肥運搬車両（３ｔ規格クレーン付トラック）１台を更新する

林業の振興 110,430 103,805 6,625
［(目)林業振興費／一般経常費］ 4,130 4,152 △ 22 農林水産課 95 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］ 1,340 1,826 △ 486 農林水産課 96 頁 

松林の樹幹注入剤による松枯れ防止、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］ 38,884 34,933 3,951 農林水産課 96 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］ 13,635 17,848 △ 4,213 農林水産課 96 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 37,057 27,279 9,778 農林水産課 97 頁 
概_6

・風倒木、危険木等の伐倒駆除　　ほか
・条件不利地間伐推進事業
・沿道森林美化整備事業　1.0㏊
・香美町里山防災林整備事業（調査業務２か所、森林整備２か所）

［(目)林道新設改良事業費／一般経常費］ 15,384 17,767 △ 2,383 農林水産課 97 頁 
概_7

・林道船越線ほか５路線　維持修繕（工事）
・林道大照線　　　　　　舗装修繕（工事）
・林道池ヶ平線　　　　横断溝設置（工事）

有害鳥獣対策 93,662 86,773 6,889
［有害鳥獣対策費］ 93,662 86,773 6,889 農林水産課 95 頁 

・有害鳥獣の捕獲事業（止めさし報償費、捕獲委託料等） 概_8
・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）

・有害鳥獣個体運搬車両購入事業

・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

森林資源の利用と森林施業の合理化を図り、あわせて山村地域の振興に寄与するため、林道
の適切な維持管理を目的とする

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

つづき



　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４年度 令和３年度 比較増減 所管 予算書

(3) 水産業を振興するまち 56,062 31,513 24,549
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 98 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

水産加工業の振興 52,862 28,313 24,549
［水産業振興事業費］ 27,562 28,313 △ 751 農林水産課 99 頁 

・魚食普及促進条例の推進事業
　（ととの日普及啓発、お魚料理教室の開催、学校給食への食材提供）
・水産物の販売促進のためのＰＲ事業に対する補助
・漁船建造資金、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）
【コロナ対策】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

［香住東港水産加工排水処理場整備事業費］ 新規 25,300 0 25,300 農林水産課 99 頁 
概_9

(4) 地域資源を活かし人と経済の循環を生みだすまち 451,668 436,390 15,278
商工業の振興 52,126 56,317 △ 4,191

［(目)商工業振興費／一般経常費］ 19,126 23,317 △ 4,191 観光商工課 101 頁 

・企業ガイドブックの作成
・各種イベント等への補助
・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
【廃止】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 102 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 395,462 375,993 19,469
［観光振興費］ 拡充 43,460 34,467 8,993 観光商工課 104 頁 

・観光振興計画策定委員会を設置し、次期計画の策定を行う
・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

・【新規】町内観光ホームページの統合を図り内容の充実と発信力の向上を図る

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

・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

老朽化した施設の更新整備を行うことにより、臭い等環境問題の改善、機器の機能強化によ
る汚水の適正処理を行い、水産加工業の安定操業に資する



　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４年度 令和３年度 比較増減 所管 予算書

(4) ［山陰海岸ジオパーク推進事業費］ 7,260 7,171 89 観光商工課 104 頁 

・ＰＲ事業（パンフレット・コースマップ作成、ジオカヤック指導者講習会、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）

［観光大使活動事業費］ 800 807 △ 7 観光商工課 105 頁 

［観光交流事業費］ 14,780 14,080 700 観光商工課 105 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45回香住ふるさとまつりの実施
・ＪＲ瑞風の受け入れ　ほか

［道の駅運営事業費］ 24,855 25,696 △ 841 観光商工課 105 頁 
・町内４か所の「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「ハチ北」の雨漏改修工事を行う

［ジオパークと海の文化館運営事業費］ 8,310 9,420 △ 1,110 観光商工課 107 頁 

［但馬高原植物園管理運営費］ 拡充 40,537 9,646 30,891 村岡地域局 108 頁 
・施設の管理運営を指定管理により行う 概_10

・長寿命化を図るための交流館改修工事を行う
・瀞川平湿原の再生を図るための整備を行う

［都市と農村交流センター費］ 4,950 4,894 56 村岡地域局 108 頁 
施設の管理運営を指定管理により行う

［温泉保養館費］ 16,600 22,023 △ 5,423 小代地域局 110 頁 
温泉保養館「おじろん」の維持管理を指定管理により行う

［今子浦ファミリーパーク整備事業費］ 5,830 1,600 4,230 観光商工課 110 頁 
今子浦園地内の施設改修を行う（高圧受電設備改修）

［観光開発整備事業費］ 73,876 83,706 △ 9,830 観光商工課 110 頁 
・小代ゴンドラリフト通信線更新工事等を行う 概_11

・老朽化した十石公衆トイレの解体撤去を行う
・三田浜園地公衆トイレ洋式化工事を行う
・吉滝園地遊歩道整備工事を行う

［香美町役場神戸営業所事業費］ 4,443 2,820 1,623 観光商工課 110 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

［矢田川憩いの村事業費］ 35,878 45,866 △ 9,988 観光商工課 111 頁 
・かすみ・矢田川温泉の管理運営を行う

・泉源揚水設備改修、スロープ手すり改修工事を行う

・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

町観光大使交流会の開催とモニターツアーを実施し、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

つづき



　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４年度 令和３年度 比較増減 所管 予算書

(4) ［兎和野高原野外教育センター管理運営費］ 107,175 106,736 439 村岡地域局 161 頁 

［兎和野高原野外教育センター事業費］ 6,708 7,061 △ 353 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）

ものづくりの推進 4,080 4,080 0
［ものづくり推進事業費］ 4,080 4,080 0 観光商工課 102 頁 

・【新規】経営事業計画策定支援事業委託料
  従前の「ものづくり支援事業委託」を拡充し、事業者の将来計画策定を支援する
・ものづくり支援事業補助金

「２」　計 888,800 829,174 59,626

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４年度 令和３年度 比較増減 所管 予算書

(1) 健やかに暮らせるまち 746,613 791,515 △ 44,902
健康づくりの推進 189,274 196,478 △ 7,204

［母子保健対策費］ 11,199 11,116 83 健康課 76 頁 
妊娠・出産・育児における健康を保持増進し、加えて経済的負担を軽減し子育てを支援する
・小児救急医療電話相談窓口運営費負担金
・妊産婦健康診査費助成

・特定不妊治療及び一般不妊治療の受診者に対する費用助成
（特定不妊治療については、令和４年度から保険適用となるため、令和３年度に治療を開始
　し令和４年度に申請した場合に助成）
・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
・歯科保健ノート改訂
・かみっこ子育てアプリ

［地域保健対策推進費］ 拡充 1,380 360 1,020 健康課 77 頁 
【拡充】第３次健康増進計画及び第３次食育推進計画（令和６年度～令和15年度の予定）の
策定に向け、健康づくり実態調査を実施し、健康づくり推進協議会を２回開催し協議する

［健康増進事業費］ 42,182 42,135 47 健康課 79 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継続して実施し、運動習慣の定着を図る

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

経営事業計画策定を支援するとともに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

つづき



　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４年度 令和３年度 比較増減 所管 予算書

(1) ［予防接種費］ 拡充 47,463 42,870 4,593 健康課 79 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・ロタ
・３歳以上20歳未満対象：日本脳炎(令和３年度のワクチン供給不足により接種できなかっ
　た人も対象）
・小学６年生対象：二種混合
・子宮頸がん：勧奨の再開及び接種機会を逃がした人(H9～H17年度生まれ)への周知、勧奨
・成人男性(Ｓ37.4.2～Ｓ54.4.1生の未実施者）：風しん抗体検査の陰性者への予防接種
　（３年間期間延長し、令和６年度まで実施）
・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）

［感染症予防費］ 2,311 2,261 50 健康課 80 頁 
・65歳以上を対象に結核検診を実施する（集団検診・地区巡回検診）

［こころの健康づくり対策事業費］ 3,469 3,985 △ 516 健康課 80 頁 
・ひきこもり状態の人の居場所（ひきこもり支援センター）の運営、相談支援等の委託
・悩んでいる人の支援につなげるためのゲートキーパー養成研修等の実施

［がん検診推進事業費］ 8,560 7,583 977 健康課 80 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

・子宮頸がんの受診率が低い20歳の無料検診について町外居住者（学生等）の償還払いの
　周知を図り推進する
・がん患者の支援として、がん患者の医療用品購入費を助成
・無料対象者への受診勧奨・再勧奨を実施し、受診率の向上をめざす

 [新型コロナウイルス感染症予防接種事業費] 72,710 86,168 △ 13,458 健康課 80 頁 
【コロナ対策】新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、３回目ワクチン接種を
円滑に実施する

医療環境の充実 557,339 595,037 △ 37,698
［国保特別会計事業勘定繰出金費］ 145,652 143,699 1,953 財政課 63 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］ 101,939 139,140 △ 37,201 健康課 77 頁 
公立八鹿病院組合に対する負担金

［地域医療対策費］ 7,906 7,593 313 健康課 77 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］ 62,818 56,141 6,677 財政課 79 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］ 239,024 248,464 △ 9,440 財政課 79 頁 
公立香住病院事業企業会計に対する繰出金

つづき



　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４年度 令和３年度 比較増減 所管 予算書

(2) みんなで支えあい幸せに暮らせるまち 1,746,392 1,611,234 135,158
地域福祉の推進 54,176 54,523 △ 347

［民生委員児童委員費］ 7,671 7,671 0 福祉課 59 頁 

［社会福祉協議会費］ 46,505 46,852 △ 347 福祉課 59 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 1,097,448 1,008,169 89,279
［香住地域福祉センター費］ 21,839 51,536 △ 29,697 福祉課 62 頁 

エレベーター更新工事を行う

［(目)老人福祉費／一般経常費］≪一部・補助金≫ 拡充 10,314 2,749 7,565 福祉課 63 頁 
自治区等が行う敬老会行事の一部を助成する

【新規】地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金

［高齢期移行医療費助成事業費］ 3,140 3,585 △ 445 健康課 63 頁 

［高齢者等住宅改造助成事業費］ 1,464 3,024 △ 1,560 福祉課 64 頁 

［老人クラブ活動等社会活動促進事業費］ 4,455 4,629 △ 174 福祉課 64 頁 

［老人クラブ活動強化推進事業費］ 3,516 4,170 △ 654 福祉課 64 頁 

［老人保護措置費］ 29,179 25,884 3,295 福祉課 64 頁 

［緊急通報システム事業費］ 4,122 4,792 △ 670 福祉課 64 頁 

［高齢者等生活支援事業費］ 15,693 13,134 2,559 福祉課 65 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］ 16,493 15,865 628 福祉課 65 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

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

「グループホームむらおかの空」の経年により老朽化した外壁や設備等の改修工事に対する
補助を行う

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

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

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



　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４年度 令和３年度 比較増減 所管 予算書

(2) ［後期高齢者医療事業費］ 300,138 301,792 △ 1,654 健康課 65 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

［地域介護拠点整備事業費］　 新規 41,151 0 41,151 福祉課 66 頁 
概_12

［老人福祉施設整備事業費］　 新規 4,967 0 4,967 福祉課 66 頁 

［介護職員確保対策事業費］　 7,075 5,509 1,566 福祉課 66 頁 
介護職員の確保、人材育成のため下記の助成を行う
・介護の仕事に必要な資格取得のための研修受講料を助成（補助率10/10、上限10万円）
・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
・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
・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

［後期高齢者医療特別会計繰出金費］ 98,271 85,487 12,784 財政課 66 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］ 448,434 437,250 11,184 財政課 66 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］ 24,637 5,269 19,368 福祉課 67 頁 

エレベーター更新工事を行う

［香住高齢者生産活動センター費］ 1,802 1,751 51 福祉課 68 頁 

［小代高齢者生活支援センター費］ 38,762 9,099 29,663 福祉課 68 頁 

空調設備更新工事を行う

［村岡／小代生活支援ハウス費］ 14,243 24,891 △ 10,648 福祉課 69 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 87 頁 

障害者福祉の充実 594,768 548,542 46,226
［補装具給付費負担金事業費］ 3,142 3,154 △ 12 福祉課 58 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

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

第８期介護保険事業計画に基づき、認知症対応型共同生活介護事業所を新設するための工事
費や開設準備経費に対する補助を行う

香住デイサービスセンター並びにグループホームの経年により老朽化した外壁やデッキテラ
スの改修工事を行う

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

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）

つづき



　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４年度 令和３年度 比較増減 所管 予算書

(2) ［高齢重度障害者医療費助成事業費］ 21,073 20,685 388 健康課 58 頁 

［重度障害者医療費助成事業費］ 20,089 21,684 △ 1,595 健康課 59 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］ 7,321 7,803 △ 482 福祉課 60 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］ 298,587 271,562 27,025 福祉課 60 頁 

［グループホーム等利用者家賃負担軽減事業費］ 3,318 3,174 144 福祉課 60 頁 

［障害者訓練等給付負担金事業費］ 179,243 167,879 11,364 福祉課 60 頁 

［地域生活支援事業費］ 拡充 30,639 27,069 3,570 福祉課 60 頁 
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【新規】地域活動支援センターの開設

［障害者等社会活動促進事業費］ 3,129 2,960 169 福祉課 61 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］　 28,127 22,322 5,805 福祉課 62 頁 

［障害者介護職員確保対策事業費］　 100 250 △ 150 福祉課 63 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 17,489 14,771 2,718
防犯力の強化 5,201 6,287 △ 1,086

［防犯事業費］ 5,201 6,287 △ 1,086 防災安全課 50 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、幹線道路等に防犯カメラを設置する

交通安全の推進 8,057 4,754 3,303
［交通安全対策事業費］ 拡充 8,057 4,754 3,303 49 頁 

概_14

・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
・「学校見守り隊」用のウインドブレーカー購入　250着 教育総務課

　精神障害者等の程度・特性・能力に応じた創作的活動及び生産活動の機会を提供するとと
もに社会との交流の促進を支援する通所施設を開設する

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

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

グループホームを利用する障害者の家賃負担の一部を助成することにより、障害者地域での
自立生活を支援するとともに、地域生活に移行することを目的とする

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

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

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



　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４年度 令和３年度 比較増減 所管 予算書

安全安心な消費生活の推進 4,231 3,730 501
［(目)消費者行政推進費／一般経常費］≪一部・補助金≫ 300 300 0 町民課 102 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］ 3,931 3,430 501 町民課 103 頁 

「３」　計 2,510,494 2,417,520 92,974

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４年度 令和３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 654,859 592,470 62,389
治山治水対策の推進 75,450 46,000 29,450

［急傾斜地崩壊対策事業費］ 52,150 46,000 6,150 建設課 113 頁 
概_15

　川会(2)、熊波(2)、和田(3)、隼人、高井、家ノ前(1)、板仕野、西

［(目)河川維持費／一般経常費］ 新規 * 23,300 0 23,300 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_16
　長谷川（市午）ほか５河川（工事）

津波・高潮対策の推進 15,000 0 15,000
［日本海津波防災インフラ整備事業費］ 新規 15,000 0 15,000 建設課 116 頁 

津波・高潮対策を早急に推進するため、河川構造物等の整備等を実施する 概_17
　ヲメ川（下浜）（調査設計）

消防防災の推進 531,799 513,724 18,075
［住宅耐震化推進事業費］ 2,200 2,400 △ 200 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］ 405,950 386,468 19,482 防災安全課 119 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］ 拡充 87,808 83,251 4,557 防災安全課 119 頁 
消防団の運営を行う
【拡充】消防団員の年額報酬を３割（団長は５割）、火災時等の出動報酬を３割引き上げる

［(目)消防施設費／一般経常費］ 13,205 11,728 1,477 防災安全課 120 頁 
消防施設の維持管理を行う

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

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４年度 令和３年度 比較増減 所管 予算書

(1) ［消防施設整備費］ 22,636 29,877 △ 7,241 防災安全課 120 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_18

・香住支団佐津分団第１部（無南垣）の軽積載車格納庫新築工事
・消防団用備品、消火栓用備品更新（ホース、管鎗、格納箱等）
・小代支団小代第５分団第２部（貫田）の軽積載車の更新
・消火栓新設改良工事
　　更新（８基）、移設（１基）、新設（２基）

地域防災の推進 32,610 32,746 △ 136
［(目)災害対策費／一般経常費］ 22,238 24,000 △ 1,762 防災安全課 120 頁 

・防災機器の維持管理等を行う
・津波避難誘導看板を設置する

［自主防災組織育成事業費］ 7,031 7,023 8 防災安全課 121 頁 
・自主防災組織が行う防災資機材、感染症対策資機材等の購入に対する支援

［応急対策費］ 3,341 1,723 1,618 防災安全課 122 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 644,635 714,348 △ 69,713
道路網の整備 526,388 611,131 △ 84,743

［(目)道路維持費／一般経常費］ 43,263 56,719 △ 13,456 建設課 113 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］ 238,615 224,090 14,525 建設課 114 頁 
概_19

・除雪車両（村岡区配備／11ｔ級、小代区配備／ホイルローダ）２台の更新及び歩道除雪機
（香住区配備）１台の新規導入を行う

［町道新設改良事業費（社会資本整備総合交付金分）］ 52,044 70,536 △ 18,492 建設課 115 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、消雪施設の更新等を実施する 概_20
①余部御崎線　災害防除（工事）
②無南垣訓谷線　消雪施設更新（調査設計）

［町道新設改良事業費（単独分）］ 140,330 226,452 △ 86,122 建設課 115 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_21
①山手若松線ほか３路線　道路改良（工事）
②余部御崎線ほか７路線　舗装修繕（工事）
③香住通玄寺線第１号橋ほか５橋　橋梁修繕（工事）
④福岡和池線　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）］ 52,136 33,334 18,802 建設課 115 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長寿命化計画策定
を実施する

概_22

①橋梁定期点検　206橋
②大型構造物等長寿命化計画策定（山手若松線ボックスカルバートほか１基）
③トンネル長寿命化計画策定（桃観トンネル）

・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

つづき



　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４年度 令和３年度 比較増減 所管 予算書

公共交通サービスの充実 118,247 103,217 15,030
［(目)企画費／一般経常費］≪一部・補助金≫ 拡充 4,000 400 3,600 企画課 43 頁 

【拡充】鉄道利用促進助成金 概_23
鉄道利用機会の増加と路線維持への意識向上を図るため、町民の鉄道利用に対し助成金を交
付する

【コロナ対策】タクシー運行継続緊急支援事業補助金
日常生活に必要となる移動手段を確保するため、新型コロナウイルス感染症の影響により経
営環境が悪化しているタクシー事業者に対し運行支援補助金を交付する

［但馬空港利用促進費］ 5,373 7,011 △ 1,638 企画課 45 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］ 45,416 41,996 3,420 企画課 45 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） 63,458 53,810 9,648 企画課 45 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 1,153,923 1,176,160 △ 22,237
住環境の整備 3,999 3,999 0

［空家等対策適正化事業費］ 3,999 3,999 0 建設課 117 頁 
空家の適正管理、老朽危険空家の除却を推進する
香美町老朽危険空家除却支援事業補助金

快適な公共空間の整備 29,317 24,072 5,245
［しおかぜ香苑整備事業費］ 新規 7,000 0 7,000 企画課 46 頁 

海浜空間を活用し、町民相互のふれあい及び都市住民との交流による地域の活性化を図るた
め、しおかぜ香苑内にコンビネーション遊具を設置する

［火葬場管理費］ 6,966 6,932 34 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］ 15,351 17,140 △ 1,789 町民課 82 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 1,120,607 1,148,089 △ 27,482
［水道事業企業会計繰出金費］ 69,816 107,201 △ 37,385 財政課 86 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］ 1,050,791 1,040,888 9,903 財政課 84 頁 
【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 94 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 100 頁 
　　　　　　　　　漁業集落排水事業繰出金 118 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



　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４年度 令和３年度 比較増減 所管 予算書

(4) 住んでみたいまち、住み続けたいまち 469,879 349,093 120,786
移住定住対策の整備、移住定住に関する情報提供の推進 25,052 23,983 1,069

［移住定住対策費］ 拡充 25,052 23,983 1,069 企画課 44 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_24

【新規】まちなか移住相談室
　相談者数及び移住者数の増加を図るため、まちなかに移住相談窓口を設置
　相談員を配置し、町の魅力を発信する拠点として運営する

【拡充】定住支援活動奨励金
　空き家の利活用と移住者の受け入れのさらなる向上を図るため、協力を得られた自治区に
対して交付する定住支援活動奨励金の交付額を拡充する

その他 444,827 325,110 119,717
［ふるさとづくり事業費］ 拡充 355,165 240,429 114,736 総務課 49 頁 

香美町へふるさと納税（寄附）を行った方へ特産品を送付し交流を図る。令和４年度は寄附
金７億円を目標に、推進体制を強化し、事業者との連携、返礼品目の拡充、ＰＲ体制の充実
を図る

［地籍調査事業費］ 89,662 84,681 4,981 農林水産課 93 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＝0.49 ㎢）
・村岡区：池ケ平、萩山、萩山・板仕野、村岡の各一部（換算面積：Ａ＝0.22 ㎢）
・小代区：茅野、佐坊の各一部（換算面積：Ａ＝2.87 ㎢）

「４」　計 2,923,296 2,832,071 91,225

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４年度 令和３年度 比較増減 所管 予算書

(1) 自然と共生するまち 11,065 10,565 500
快適で住みやすいまちづくりの推進 9,000 8,500 500

［海岸漂着物地域対策推進事業費］ 2,000 2,000 0 町民課 83 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］ 5,500 5,000 500 建設課 100 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 117 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



　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４年度 令和３年度 比較増減 所管 予算書

まちの景観の保全・形成 2,065 2,065 0
［香りの花づくり推進事業費］ 2,065 2,065 0 町民課 48 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 195,540 219,585 △ 24,045
循環型社会の構築 24,560 14,302 10,258

［ごみ減量化対策事業費］ 530 516 14 町民課 84 頁 

・生ごみ処理機購入補助金

［し尿収集費］ 12,673 1,730 10,943 上下水道課 84 頁 
し尿の収集を行う
・し尿収集車１台更新

［し尿処理費］ 11,357 12,056 △ 699 上下水道課 84 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

ごみ処理対策の推進 170,980 205,283 △ 34,303
［環境対策事業費］ 1,112 769 343 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］ 59,924 68,860 △ 8,936 町民課 85 頁 

［ごみ処理費］ 109,944 135,654 △ 25,710 町民課 85 頁 
・最終処分場及び浸出水処理施設の管理、運転を行う
　浸出水処理施設更新工事（凝集剤自動溶解装置設置、活性炭ろ過塔更新ほか）
・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 206,605 230,150 △ 23,545

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４年度 令和３年度 比較増減 所管 予算書

(1) 協働で築かれるまち 87,553 90,000 △ 2,447
協働のまちづくりの推進 58,575 61,217 △ 2,642

［地域づくり事業費］ 6,494 11,358 △ 4,864 企画課 46 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］ 37,616 35,918 1,698 企画課 46 頁 
概_25

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

「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



　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４年度 令和３年度 比較増減 所管 予算書

(1) ［地域振興対策費］ 7,368 7,194 174 47 頁 
・日本で最も美しい村香美町小代の活動に対し、補助を行う 小代地域局

企画課

・区等が実施する防犯カメラ設置事業に対し、補助を行う 防災安全課
・区等が実施する防犯灯のＬＥＤ化事業に対し、補助を行う
・集会施設用地支援交付金として施設用地の借地にかかる固定資産税相当額を支援する 総務課

［地域コミュニティ活性化事業費］ 7,097 6,747 350 企画課 48 頁 

町民参加の推進 23,376 23,459 △ 83
［連合自治会費］ 23,376 23,459 △ 83 総務課 47 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 257 23 234
［男女共同参画推進事業費］ 257 23 234 町民課 67 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 5,345 5,301 44
［人権啓発事業費］ 1,697 1,763 △ 66 町民課 67 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］ 3,648 3,538 110 町民課 158 頁 
生涯学習課

「６」　計 87,553 90,000 △ 2,447

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４年度 令和３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 2,921,909 4,121,578 △ 1,199,669

広報・情報発信の充実とSociety5.0の実現 294,857 303,434 △ 8,577
［電算システム開発事業費］ 67,559 114,288 △ 46,729 企画課 38 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_26

［電算システム運営事業費］ 162,655 132,300 30,355 企画課 38 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］ 31,522 32,788 △ 1,266 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

［文書広報費］ 6,112 3,565 2,547 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

［戸籍電算システム費］ 8,743 9,403 △ 660 町民課 53 頁 

町人権教育研究協議会に補助金の交付等を行い、人権課題に関する教育・学習機会の拡充と
啓発活動の推進を図る

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

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

・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

つづき



　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４年度 令和３年度 比較増減 所管 予算書

(1) ［個人番号カード交付推進事業費］ 拡充 18,266 11,090 7,176 町民課 53 頁 

【拡充】本庁舎に証明書交付機を設置する

健全な財政運営の推進 2,614,042 3,059,545 △ 445,503
［ふるさとづくり基金費］ 700,183 500,027 200,156 財政課 40 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） 1,841,531 2,478,438 △ 636,907 財政課 167 頁 
［町債元金償還費］　（繰上償還分） 0 1,500 △ 1,500
［町債利子償還費］　（通常分） 72,328 79,580 △ 7,252 財政課 167 頁 

行政改革の推進 13,010 758,599 △ 745,589
［庁舎管理費］≪一部・設計監理委託料/工事請負費≫ 新規 13,010 0 13,010 総務課 42 頁 

【完了】［小代地域局庁舎建設事業費］ 0 758,599 △ 758,599 小代地域局

「７」　計 2,921,909 4,121,578 △ 1,199,669

※ 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３年度当初予算と令和４年度当初予算の比較によります。

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

【再掲】 令和４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４年度 令和３年度 比較増減

１．ふるさとを担う子どもを育むまち 1,381,802 1,288,702 93,100
２．若者がいきいきと働くまち 888,800 829,174 59,626
３．みんなが安心して暮らせる健康長寿のまち 2,510,494 2,417,520 92,974
４．みんなで創る魅力あるまち 2,923,296 2,832,071 91,225
５．地域の豊かな資源を生かすまち 206,605 230,150 △ 23,545
６．協働によるまちづくりの推進 87,553 90,000 △ 2,447
７．経営的視点にたった行財政運営の推進 2,921,909 4,121,578 △ 1,199,669

　　合　　計 10,920,459 11,809,195 △ 888,736

※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。

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、本庁舎電話交換機更新工事
並びに本庁舎外壁修繕工事の詳細設計を実施する

マイナンバーカード取得促進の取組をし、マイナンバーカードを活用した住民サービスの向
上を図る

つづき



№ 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 35

基本方針 1

主要施策 2

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

1,300

【事業の目的】

【事業の概要】

学習者用デジタル教科書購入費 1,366 千円

　・令和４年度小学校１年生～４年生人数分（見込） 434部

　・予備分（教師用含む）　各学級５部 220部（各学年・学級　44学級×５部）

　＠1,898円×654部×1.1＝1,366千円

【主な財源】

ふるさとづくり基金繰入金 1,300 千円

国の学習者用デジタル教科書実証事業では、全ての小学校の５、６年生のみが対象のため、町
独自に小学校１～４年生についても、各校ごとに１教科を選択し、実証事業を実施する。

学習者用デジタル教科書の令和６年度からの本格導入に向けて、実証事業として、全ての学年
で１教科を選択し、学習者用デジタル教科書を授業に取り入れる。これにより児童の学びの充実
を図るとともに、指導者における学習者用デジタル教科書の活用の可能性を広げることを目的と
する。

区分

財源内訳
県支出金 一般財源

66

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（R4） 前年度（R3） 増減

1,366 0 1,366

教育振興費 区分

学びの保障・充実のための学習者用デジタル教科書導入事業費 新規

135

教育費 所管

小学校費 こども教育課



№ 2 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 10

項 2

目 3

細目 1

基本方針 1

主要施策 2

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

61,600

【事業の目的】

【事業の概要】

１　工事請負費 60,675 千円

　・香住小学校　校舎LED化

普通照明599台、埋込照明137台、高天井照明19台

　・射添小学校　校舎LED化

普通・埋込・高天井照明　292台

　・小代小学校　体育館LED化

アリーナ照明20台、その他照明53台

２　設計監理委託料 4,247 千円

計 64,922 千円

【主な財源】

学校教育施設照明設備改修事業債　［旧合併特例事業債］ 充当率 95％ 61,600 千円

光熱水費削減による地球温暖化の抑制及び教育環境向上のため、「香美町公共施設等総合管
理計画」に基づき、小学校施設の照明のLED化を行う。

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（R4） 前年度（R3） 増減

64,922 0 64,922

財源内訳
県支出金 一般財源

3,322

小学校施設整備費 区分

小学校施設整備事業費 新規

区分

135

教育費 所管

小学校費 教育総務課



№ 3 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 10

項 3

目 3

細目 5

基本方針 1

主要施策 2

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

60,000 123,900

【事業の目的】

【事業の概要】

工事請負費 180,000 千円

　・平成８年建築、延床面積2,307㎡、RC造 地上２階建（一部木造１階建：食堂棟）

　・工事概要

　　老朽改修工事

屋根塗装防水改修、外装改修、内装改修、建具改修、カーテン更新、電気設備改修

ＬＥＤ化改修、機械設備改修、便所洋式化改修、給排水設備改修、手洗場増設

空調設備改修（一部新設及び旧香住二中から移設）、暖房設備改修

　　バリアフリー及び防災機能強化工事

エレベーター新設、受水槽新設

設計監理委託料 3,927 千円

備品購入費 248 千円

業務用ファンヒーター等

事務費 256 千円

計 184,431 千円

【主な財源】

学校施設環境改善交付金（国費） 補助率 1/3 60,000 千円

小代中学校整備事業債　［過疎対策事業債］ 充当率 100％ 123,900 千円

小代中学校校舎の老朽化に伴う大規模改修工事を行い、教育環境の向上及び生徒の安全確
保等を図る。

予算額
本年度（R4） 前年度（R3） 増減

184,431 5,506 178,925

財源内訳
県支出金 一般財源

531

小代中学校整備事業費

総合計画
ふるさとを担う子どもを育むまち

学校と地域がつながるまち

141

教育費 所管

区分
中学校費 教育総務課

中学校施設整備費 区分



小代中学校校舎大規模改修工事　概要図

校舎：Ｈ８建築、延床面積2,192㎡、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造２階建て

食堂：Ｈ８建築、延床面積 115㎡、木造１階建て

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

受水槽新設
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技術室

配膳室

食堂

普通教室 普通教室 普通教室

メディア

スペース

昇

降

口

学習室

保健室

校長室

職員室

美術室
調 理
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音楽室

エレベータ新設
内装改修（一体的）

建具改修

ｶｰﾃﾝ更新（一体的）

便所洋式化改修

エレベータ新設

暖房設備改修
空調設備改修

空調設備改修

（二中より移設）

ＬＥＤ化改修

（一体的）

空調設備改修

（二中より移設）

空調設備改修

会議室

ｶｰﾃﾝ更新（一体的）

便所洋式化改修

２階平面図

１階平面図

暖房設備改修

ＬＥＤ化改修

（一体的）

建具改修

手洗場増設

内装改修（一体的）



小代中学校校舎大規模改修工事　概要図

立面図

エレベータ新設

屋根塗装防水改修

屋根塗装防水改修

屋根塗装防水改修

屋根塗装防水改修

外装改修

（一体的）

外装改修

（一体的）

外装改修

（一体的）

外装改修

（一体的）



№ 4 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 10

項 4

目 1

細目 21

基本方針 1

主要施策 2

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

7,200

【事業の目的】

【事業の概要】

１　工事請負費 7,086 千円

　・柴山幼稚園　園舎LED化

普通・埋込照明　50台

　・長井幼稚園　園舎LED化

普通・埋込照明　17台

　・余部幼稚園　園舎LED化

普通・埋込照明　21台

　・うづか幼稚園　園舎LED化

普通・埋込照明　63台

２　設計監理委託料 497 千円

計 7,583 千円

【主な財源】

充当率 95％ 7,200 千円

光熱水費削減による地球温暖化の抑制及び教育環境向上のため、「香美町公共施設等総合管
理計画」に基づき、幼稚園施設の照明のLED化を行う。

区分

学校教育施設照明設備改修事業債　［旧合併特例事業債］

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（R4） 前年度（R3） 増減

7,583 0 7,583

財源内訳
県支出金 一般財源

383

幼稚園費 区分

幼稚園施設整備事業費 新規

147

教育費 所管

幼稚園費 教育総務課



№ 5 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 5

項 1

目 1

細目 7

基本方針 2

主要施策 1

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

6,500

【事業の目的】

【事業の概要】

１　補助対象者

２　補助対象経費

①　派遣職員人件費

②　事務局運営費

３　補助率

補助対象経費の1/2以内

４　補助限度額

　 ①　派遣職員人件費： 派遣職員１人当たり2,000千円

②　事務局運営費： １組合当たり3,000千円

５　予算内訳

①　派遣職員人件費： 4,000千円/人×5人×補助率1/2 10,000 千円

②　事務局運営費 6,000千円/組合×１組合×補助率1/2 3,000 千円

【主な財源】

特定地域づくり事業推進交付金（国費） 補助率 1/2 6,500 千円

87

労働費 所管

労働諸費 観光商工課

労働諸費 区分

特定地域づくり事業費 新規 *

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（R4） 前年度（R3） 増減

13,000 0 13,000

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律（令和元年法
律第64号）第３条第３項により兵庫県知事の認定を受けた、町内に事務所を有する事業協
同組合

財源内訳
県支出金 一般財源

6,500

地域人口の急減している本町において、就労その他の社会活動を通じて地域社会の維持及び
地域経済の活性化に寄与する人材の確保及びその活躍の推進を図り、もって地域社会の維持
及び地域経済の活性化を図る。



№ 6 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

基本方針 2

主要施策 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】

　○森林環境譲与税の活用

・千古の森管理委託料 （施業面積 3,800㎡） 154 千円

・町単伐倒駆除委託料 （材積 50㎥） 566 千円

・町単樹幹注入委託料 （R4年度は実施なし。次回はR5年度実施） 0 千円

250 千円

・条件不利地間伐推進事業 （切捨 15ha、枝打・玉切・片付・土留め工 30ha）【拡充】 17,100 千円

・香美町里山防災林整備事業 （調査 1.5ha×2ヶ所、森林整備×2地区）【拡充】 14,872 千円

・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 1.0ha） 3,762 千円

・事務費（消耗品費、電話代、郵券料） 200 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（企業交渉旅費） 153 千円

【主な財源】

・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）

財源内訳
県支出金 一般財源

37,057

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。

予算額
本年度（R4） 前年度（R3） 増減

37,057 27,279 9,778

森林環境経営管理事業費 拡充

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
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農林水産業費 所管

区分
林業費 農林水産課

林業振興費 区分



№ 7 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 6

項 2

目 3

細目 1

基本方針 2

主要施策 2

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

7,000 6,300

【事業の目的】

【事業の概要】

　○工事請負費

（１）林道の維持管理 6,350 千円

・林道船越線ほか５路線（路面整正、側溝清掃、路肩補修等） 香住区余部ほか

（２）個別施設計画に基づく改修 7,000 千円

・林道大照線　（舗装改修）　L=250ｍ、W＝4.0ｍ、A=1,000㎡ 小代区大谷ほか

・林道池ヶ平線　（横断溝設置）　N=4箇所（4ｍ/箇所） 香住区小原

　○その他（事務費等）

（１）林道の維持に係る事務費及び軽微な修繕 2,034 千円

【主な財源】

林道新設改良事業債　［過疎対策事業債］ 充当率 100％ 7,000 千円

公共施設等管理基金繰入金 6,300 千円

森林資源の利用と森林施業の合理化を図り、あわせて山村地域の振興に寄与するため、林道
の適切な維持管理を目的とする。

予算額
本年度（R4） 前年度（R3） 増減

15,384 17,767 △ 2,383

財源内訳
県支出金 一般財源

2,084

一般経常費

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
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農林水産業費 所管

区分
林業費 農林水産課

林道新設改良事業費 区分



№ 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 2

基本方針 2

主要施策 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】

　（主な事業）　※新規分

　　有害鳥獣個体運搬車両購入事業 7,252 千円

＜車両仕様＞

　種類用途： 普通貨物車

　最大積載量： 2,000㎏

　駆動方式、変速機： ４WD、５MT

　架装等： 垂直リフトゲート、寒冷地仕様　等

　必要な免許： 普通免許（準中型５ｔ未満対応）以上

【主な財源】

　ストックポイント（下岡、長板）整備当初は週に１回（15頭）の運搬を想定していたが、ニホンジカ
の生息密度の増大に伴う有害捕獲数の増加により、現在では週２～３回の運搬が必要となって
いる。
　しかし、個体処理業者（多可町）への運搬に使用しているリフト付き２ｔトラック（タイタン）は、故
障が相次ぎ運搬業務に支障をきたすことが増えていることから、円滑に運搬業務を行えるよう車
両の更新を行う。

野生鳥獣（クマ）、有害鳥獣（イノシシ、シカ、サル等）による農作物被害や人的被害を防止するた
め、捕獲活動や防除柵等により防除を行う。

財源内訳
県支出金 一般財源

24,310 69,352

予算額
本年度（R4） 前年度（R3） 増減

93,662 86,773 6,889

有害鳥獣対策費

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
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農林水産業費 所管

区分
林業費 農林水産課

林業振興費 区分



№ 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 13

基本方針 2

主要施策 3

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

25,300

【事業の目的】

【事業の概要】

　　実施設計委託料 25,300 千円

○施設の概要

建物： 鉄筋コンクリート平屋建

建築面積： 約500㎡

処理能力： 500㎥／日

○整備前後の変化

整備前： 回分槽 １槽、脱臭装置 １基

整備後： 回分槽 ２槽、土壌脱臭床 １面

○事業により得られる効果

①機器機能強化による運転時間短縮と処理量増加

②回分槽の2槽化による安定操業

③土壌脱臭床による環境改善

【主な財源】

香住東港水産加工排水処理場整備事業債　［過疎対策事業債］ 充当率 100％ 25,300 千円

竣工から30年以上が経過し、老朽化が進んでいる香住東港水産加工排水処理場の建物や電
気・機械設備を更新整備することにより、町内水産加工業の安定操業に資する。

予算額
本年度（R4） 前年度（R3） 増減

25,300 0 25,300

財源内訳
県支出金 一般財源

香住東港水産加工排水処理場整備事業費 新規

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
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農林水産業費 所管

区分
水産業費 農林水産課

水産業振興費 区分



№ 10 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

基本方針 2

主要施策 4

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

34,100 2,268

【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　設計監理委託料 1,606 千円

交流館改修に伴う設計監理業務を委託する。

３　工事請負費 32,502 千円

【主な財源】

但馬高原植物園整備事業債　［過疎対策事業債］ 充当率 100％ 34,100 千円

ふるさとづくり基金繰入金 2,000 千円

植物園の管理に係る固定経費及び魅力向上に係る投資的経費を指定管理料
とし、植物園の再生及び入込数の増加を目指す。

交流館の長寿命化を図るため、雨漏りが発生している交流館の屋根、天井の
改修及び劣化している外壁等の改修を行う。

また、瀞川平湿原の再生を目指すため、崩壊した堤防の復旧及び劣化が激し
い木道の改修を行う。

財源内訳
県支出金 一般財源

4,169

魅力ある植物園を存続させるため、令和３年度に策定した「但馬高原植物園再生計画」に基づく
園内整備及び公共施設個別計画に基づく施設改修を行い、瀞川平一帯の重要拠点として再生
し、入園者数の増加を目指すとともに山の観光振興の推進を図る。

予算額
本年度（R4） 前年度（R3） 増減

40,537 9,646 30,891

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

地域資源を活かし人と経済の循環を生みだすまち
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商工費 所管

区分
商工費 村岡地域局

観光費 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 23

基本方針 2

主要施策 4

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

55,900 7,200

【事業の目的】

【事業の概要】

1 委託料 516 千円

・十石公衆トイレ解体撤去工事設計業務

・三田浜園地公衆トイレ洋式化・転落防止柵改修工事設計業務

・八井谷広告塔劣化状況調査業務

2 工事請負費 68,360 千円

・小代ゴンドラリフト通信線更新工事

・小代ゴンドラリフト油圧ユニット修繕工事

・吉滝園地遊歩道整備工事

・十石公衆トイレ解体撤去工事

・三田浜園地公衆トイレ洋式化工事

・三田浜園地転落防止柵改修工事

3 負担金補助及び交付金 5,000 千円

・温泉地域整備事業費補助金

【主な財源】

自然環境整備交付金（県費） 補助率 45％ 7,875 千円

小代ゴンドラリフト整備事業債　［過疎対策事業債］ 充当率 100％ 46,300 千円

吉滝周辺地域整備事業債　［過疎対策事業債］ 充当率 100％ 9,600 千円

温泉地域開発基金繰入金 5,000 千円

公共施設等管理基金繰入金 2,200 千円

110

商工費 所管

商工費 観光商工課

△ 9,830

観光費 区分

観光開発整備事業費

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。

区分

財源内訳
県支出金 一般財源

7,875 2,901

総合計画
若者がいきいきと働くまち

地域資源を活かし人と経済の循環を生みだすまち

予算額
本年度（R4） 前年度（R3） 増減

73,876 83,706



№ 12 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 27

基本方針 3

主要施策 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】

　

（３）補助内容　　事業所整備に対する補助 （上限） 33,600 千円

 　　　　　　　　　　開設準備経費に対する補助　＠839,000円/人 × 定員９名 7,551 千円

　　　　　　　

【主な財源】

地域介護拠点整備費補助金（県費） 41,151 千円

（２）開設場所　　香住区山手地内

財源内訳
県支出金 一般財源

41,151

（１）設置主体　　かすみ福祉サービス有限会社

第８期介護保険事業計画に基づき、介護サービス量の確保及び良質な介護サービスの提供を
目的として、町内に新たに「認知症対応型共同生活介護事業所」を整備する。

運営事業者へ事業所整備に伴う工事費や開設準備経費に対する支援を行う。

予算額
本年度（R4） 前年度（R3） 増減

41,151 0 41,151

地域介護拠点整備事業費 新規

総合計画
みんなが安心して暮らせる健康長寿のまち

みんなで支えあい幸せに暮らせるまち

66

民生費 所管

社会福祉費 福祉課
区分

老人福祉費 区分



№ 13 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

基本方針 3

主要施策 2

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

3,839 7,500

【事業の目的】

【事業の概要】

　（主な事業）

　　地域活動支援センター事業（町内設置に係るもの）

（５）補助内容　　運営費に対する補助 5,334 千円

　　　　　　　　　　 地域生活支援事業（地域活動支援センター基礎的事業）

　　　　　　　 令和４年度運営費補助金額（令和４年８月開設予定）

運営費年間　8,000千円×8/12≒5,334千円

【主な財源】

障害者小規模通所援護事業費補助金（県費） 補助率 2/10 1,067 千円

地域生活支援事業は障害者等の福祉の増進を図るとともに、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ことを目的として
いる。
そのうち、地域活動支援センターは、精神障害者等に創作活動、生産活動の機会の提供を通じ
て、社会との交流の促進等を図るとともに、日常の生活に必要な便宜を供与することにより、障
害者等の地域生活を支援することを目的としている。

　地域活動支援センターはこれまで町内に設置されていなかったことから、平成28年度に香美町
障害者地域自立支援協議会より重要協議事項として設置に関する提言を受け、香美町障害者
福祉計画に盛り込み検討を重ねてきた。ついては、第６期香美町障害福祉計画において、令和
４年度に町内に１か所の設置を目標としており、この度、運営を担う民間事業者に対して支援を
行う。

（４）運営骨子　　香美町障害者地域自立支援協議会で枠組を検討（報告書有り）

　　　　　　　　　　 利用人数等　地域活動支援センターⅢ型　１日あたり実人員概ね10名以上

（１）設置主体　　民間事業所

（２）運営主体　　公募（第二種社会福祉事業の届出のあったものから選定）

（３）開設場所　　町内

総合計画
みんなが安心して暮らせる健康長寿のまち

みんなで支えあい幸せに暮らせるまち

予算額
本年度（R4） 前年度（R3） 増減

30,639 27,069 3,570

財源内訳
県支出金 一般財源

4,303 14,997

社会福祉総務費 区分

地域生活支援事業費 拡充

区分
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民生費 所管

社会福祉費 福祉課



№ 14 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 2

項 1

目 11

細目 1

基本方針 3

主要施策 3

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

4,820

【事業の目的】

【事業の概要】

１．工事請負費 5,000 千円

　（１）交通安全施設整備

　　①香住270号線ほか１路線 防護柵修繕工事

　　②七日市香住若松線ほか３路線 道路反射鏡修繕工事

　　③野々上東中線ほか４路線 区画線修繕工事

２．通学安全対策 820 千円

　（１）見守り隊ウインドブレーカー購入　250着

３．その他 2,237 千円

　（１）交通安全施設維持修繕

　（２）交通安全啓発用品購入

計 8,057 千円

【主な財源】

交通安全対策基金繰入金 4,820 千円

49

総務費 所管

区分
総務管理費 建設課・教育総務課

交通安全対策費 区分

交通安全対策事業費 拡充

総合計画
みんなが安心して暮らせる健康長寿のまち

安全安心に暮らせるまち

予算額
本年度（R4） 前年度（R3） 増減

8,057 4,754 3,303

安全な道路空間を確保するため、道路パトロール等により把握した危険個所の解消を図る。

通学の安全を確保するため、学校見守り隊による登下校の見守り活動用にウインドブレーカーを
配布する。

財源内訳
県支出金 一般財源

3,237

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及び通学
安全対策を図る。



№ 15 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

基本方針 4

主要施策 1

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

46,900

【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

新規 25,000 5% 1,250

継続 120,000 10% 12,000

継続 150,000 10% 15,000

継続 200,000 10% 20,000

新規 25,000 10% 2,500

継続 5,000 10% 500

継続 8,000 5% 400

継続 10,000 5% 500

543,000 52,150

【主な財源】

急傾斜地崩壊対策事業債　［公共事業等債］ 充当率 90％ 46,900 千円
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土木費 所管

区分
土木管理費 建設課

土木総務費 区分

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

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・安全を確保する。

予算額
本年度（R4） 前年度（R3） 増減

52,150 46,000 6,150

財源内訳
県支出金 一般財源

5,250

香住区余部　西

計

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

村岡区川会(2)

村岡区熊波(2)

村岡区和田(3)

香住区隼人

村岡区高井

村岡区長瀬　家ノ前(1)

村岡区板仕野



№ 16 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 8

項 3

目 2

細目 1

基本方針 4

主要施策 1

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

20,500 2,500

【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、河川改良及び浚渫工事等を実施する。

１．工事請負費 23,300 千円

　（１）起債事業

　　①長谷川ほか１河川　土砂浚渫工事 香住区市午ほか

　　②枕木川　河川改良工事 小代区神水

　（２）町単独事業

　　①ヲメ川　土砂浚渫工事 香住区下浜

　　②青谷川ほか１河川　河川維持工事 香住区畑ほか

【主な財源】

河川改良事業債  ［緊急自然災害防止対策事業債］ 充当率 100％ 1,500 千円

河川土砂浚渫事業債  ［緊急浚渫推進事業債］ 充当率 100％ 19,000 千円

公共施設等管理基金繰入金 2,500 千円

116

土木費 所管

区分
河川費 建設課

河川維持費 区分

一般経常費 新規 *

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

予算額
本年度（R4） 前年度（R3） 増減

23,300 0 23,300

財源内訳
県支出金 一般財源

300



№ 17 事業別予算概要書 予算書掲載頁

（単位：千円）

款 8

項 3

目 2

細目 2

基本方針 4

主要施策 1

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

15,000

【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】

津波・高潮対策を早急に推進するため、河川構造物等の整備を実施する。

１．委託料 15,000 千円

　（１）起債事業

　　①ヲメ川津波防災事業調査設計委託料　　　　　香住区下浜

【主な財源】

充当率 100％ 15,000 千円

116

土木費 所管

区分
河川費 建設課

河川維持費 区分

日本海津波防災インフラ整備事業費 新規

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

予算額
本年度（R4） 前年度（R3） 増減

15,000 0 15,000

日本海津波防災インフラ整備事業債  ［緊急自然災害防止対策事業債］

財源内訳
県支出金 一般財源



№ 18 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

基本方針 4

主要施策 1

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

9,400 196 11,000

【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　工事関係 4,906 千円

　・軽積載車格納庫新築工事（香住支団佐津分団第１部（無南垣））

２　自動車購入関係 4,000 千円

　・軽積載車更新（小代支団小代第５分団第２部（貫田））

３　機械器具備品関係 3,964 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 8,020 千円

　【新設】　香住区２基（米地、中野）

　【移設】　香住区１基（八原）

　【更新】　香住区２基（境、余部）

　　　　　 　村岡区６基（中大谷、作山３基、原２基）

【主な財源】

消防施設整備事業債　［過疎対策事業債］ 充当率 100％ 9,400 千円

ふるさとづくり基金繰入金 8,000 千円

安全・安心のまちづくり事業助成金 3,000 千円

財源内訳
県支出金 一般財源

2,040

予算額
本年度（R4） 前年度（R3） 増減

22,636 29,877 △ 7,241

消防施設整備費

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

120

消防費 所管

区分
消防費 防災安全課

消防施設費 区分



№ 19 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

基本方針 4

主要施策 2

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

7,372 40,100 618 15,210

【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

116 0 51,713 15,208

146 21,991 95,553 17,700

85 23,500 54,640 3,290

347 45,491 201,906 36,198

２．主な費用

 ・除雪委託料 150,000 千円

 ・除雪機械等修繕料 3,120 千円

 ・消雪装置等電気代 5,000 千円

 ・消雪装置管理委託料 9,100 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、ホイルローダ　１台、歩道除雪機　１台） 45,314 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 5,466 千円

　　 （国費） ＝除雪機械購入に係る交付金対象事業費 ×2/3 1,766 千円

歩道除雪作業委託金（国費） ＝歩道（国道）除雪作業費×100％ 140 千円

歩道除雪作業委託金（県費） ＝歩道（県道）除雪作業費×100％ 1,992 千円

除雪機械整備事業債　［過疎対策事業債］ 充当率 100％ 40,100 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％ 618 千円

物品売払収入 3,000 千円

ふるさとづくり基金繰入金 11,800 千円

114

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

土木費 所管

区分
道路橋梁費 建設課

道路維持費 区分

財源内訳
県支出金 一般財源

1,992 173,323

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）

予算額
本年度（R4） 前年度（R3） 増減

238,615 224,090 14,525

村岡区 73,562 1

小代区 31,140 2

区分 委託延長 消雪箇所数

香住区 51,713 33

計 156,415 36



№ 20 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

基本方針 4

主要施策 2

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

26,000 26,000

【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、消雪施設の更新等を実施する。

１．委託料 20,000 千円

　（１）調査設計委託料

　　①無南垣訓谷線消雪装置更新 香住区無南垣・訓谷

消雪井戸設計 Ｎ＝３か所

２．工事請負費 32,000 千円

　（１）災害防除工事

　　①余部御崎線 香住区御崎　 Ｌ＝110ｍ

３．事務費 44 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×60.0％ 9,900 千円

社会資本整備総合交付金（国費） ＝交付金対象事業費×57.5％ 16,100 千円

町道新設改良事業債　［過疎対策事業債］ 充当率 100％ 26,000 千円

区分
道路橋梁費 建設課

道路新設改良費 区分

町道新設改良事業費（社会資本整備総合交付金分）

115

土木費 所管

財源内訳
県支出金 一般財源

44

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（R4） 前年度（R3） 増減

52,044 70,536 △ 18,492



№ 21 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

基本方針 4

主要施策 2

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

140,300

【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．工事請負費 140,300 千円

　 ①山手若松線ほか３路線　道路改良工事 香住区若松ほか

　 ②余部御崎線ほか７路線　舗装修繕工事 香住区御崎ほか

　 ③香住通玄寺線第１号橋ほか５橋　橋梁修繕工事 香住区香住ほか

　 ④福岡和池線　側溝改良工事 村岡区和池

２．事務費 30 千円

【主な財源】

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％ 10,000 千円

町道新設改良事業債　［過疎対策事業債］ 充当率100％ 130,300 千円

115

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

土木費 所管

区分
道路橋梁費 建設課

道路新設改良費 区分

財源内訳
県支出金 一般財源

30

予算額
本年度（R4） 前年度（R3） 増減

140,330 226,452 △ 86,122



№ 22 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

基本方針 4

主要施策 2

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

28,462

【事業の目的】

道路施設の計画的な点検等を実施し、通行の安全を確保する。

【事業の概要】

１．委託料 51,500 千円

　（１）測量調査等委託料

　　①橋梁定期点検委託料 206橋

　（２）計画策定業務委託料

　　①大型構造物等長寿命化計画策定委託料

山手若松線ボックスカルバートほか１基

２．負担金補助及び交付金 600 千円

　（１）トンネル長寿命化計画策定業務負担金

桃観トンネル

３．事務費 36 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×63.25％ 28,462 千円

115

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

土木費 所管

区分
道路橋梁費 建設課

道路新設改良費 区分

財源内訳
県支出金 一般財源

23,674

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、長寿命化計画策定を
実施する。

予算額
本年度（R4） 前年度（R3） 増減

52,136 33,334 18,802



№ 23 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 1

基本方針 4

主要施策 2

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

3,000

【事業の目的】

【事業の概要】

１．鉄道利用促進助成金 1,000 千円

町内の５駅を発着地とし、２人以上同一行程で往復利用した町民に対し助成金を交付

■対象経費 普通乗車賃及び特急料金（指定席料金含む）

■対象区間 町内の５駅を除くＪＲ線の全区間

■助成額 対象経費の50％（10円未満切り捨て）

助成上限額は次のとおり

助成上限額

3,000円/人

4,000円/人

5,000円/人

２．タクシー運行継続緊急支援事業補助金 3,000 千円

町内に拠点を有するタクシー事業者に対し補助金を交付

■対象事業者 日本交通株式会社

【主な財源】

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（国費） 3,000 千円

対象地域

① 県内

② 近畿中国四国中部の各地方

③ ②以遠

財源内訳
県支出金 一般財源

1,000

近年の鉄道利用者の低迷により、ＪＲ西日本が輸送密度が低い区間のサービス提供を見直す
方針を表明したことを受け、２人以上で往復利用する町民に対し助成金を交付することで、町民
の鉄道利用機会の増加と路線維持への意識の向上を図るとともに、新型コロナウイルス感染症
の影響により経営環境が悪化しているタクシー事業者に対し運行支援補助金を交付することで、
高齢者をはじめとした町民の日常生活に必要となる移動手段を確保する。

予算額
本年度（R4） 前年度（R3） 増減

4,000 400 3,600

一般経常費　≪一部・補助金≫ 拡充

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

43

総務費 所管

区分
総務管理費 企画課

企画費 区分



№ 24 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

基本方針 4

主要施策 4

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

413 7,500

【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 1,000 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 1,631 千円

 　⑷　移住体験施設開設支援補助金 1,000 千円

 　⑸　移住支援金【観光商工課】 1,000 千円

 　⑹　移住定住支援ウェブサイトの運営 1,064 千円

２．住宅対策、空き家の利活用促進

 　⑴　住宅取得奨励金 6,000 千円

 　⑵　住宅改修費助成金 7,500 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　定住支援活動奨励金 1,000 千円

 　⑹　空き家活用助成金 600 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 1,857 千円

【主な財源】

地方創生推進交付金（国費） 補助率 1/2 413 千円

移住支援費補助金（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（R4） 前年度（R3） 増減

25,052 23,983 1,069

財源内訳
県支出金 一般財源

750 16,389

移住定住対策費 拡充

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
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総務費 所管

区分
総務管理費 企画課

企画費 区分



№ 25 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

基本方針 6

主要施策 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３人＋新規５人） 37,616 千円

１．隊員の報酬 23,050 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 12,164 千円

(1) 移住就活コーディネーター業務【継続】

(2) 小代内水面漁業事業承継業務（委託）【継続】

(3) 高校支援教育コーディネーター業務（委託）【継続】

(4) 但馬高原植物園活性化推進業務（委託）

(5) 木の駅プロジェクト業務（委託）

(6) かすみ水産業振興拡大業務（委託）

(7) 射添地区地域づくり業務（委託）

(8) 梨生産技術承継業務（委託）

３．隊員起業支援及び募集関係 2,402 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（R4） 前年度（R3） 増減

37,616 35,918 1,698

財源内訳
県支出金 一般財源

37,616

地域おこし協力隊活動事業費

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
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総務費 所管

区分
総務管理費 企画課

企画費 区分



№ 26 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

基本方針 7

主要施策 1

国庫支出金 町債 分担金負担金 その他特財

376

【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 61,883 千円

　　＜既存システムの更新及び改修＞

ファイル無害化（Votiro）対策サーバ更新業務 6,476 千円

メール無害化（m-Filter）対策サーバ更新業務 5,975 千円

情報系資産管理システム（SKYSEA）更新業務 5,877 千円

標準化システム移行に係る事前準備業務 8,026 千円

広域交付・副本参照対応に伴う戸籍情報システム改修業務 5,775 千円

　　＜新規システムの導入＞

【新規】不正接続防止・デバイス可視化（IP管理）システム導入業務 9,426 千円

２．電算システムリース料、クラウドシステム等利用料 5,295 千円

３．廃棄処分手数料 381 千円

【主な財源】

財源内訳
県支出金 一般財源

67,183

予算額
本年度（R4） 前年度（R3） 増減

67,559 114,288 △ 46,729

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
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総務費 所管

区分
総務管理費 企画課

一般管理費 区分


