
住民１人に
使われる
町のお金

平成27年度予算が決まりました
～選ばれる自治体に～

今年度の特徴

一般会計の内訳

318,867円総　額 （平成27年４月１日  人口 34,717人）

▶問合せ　総務グループ☎０７９（４３５）０３５７
　一般会計と特別会計などを合わせた予算総額は、211億4,434万5千
円で、昨年度と比べて13億4,893万8千円、6.8％の増となっています。
　会計別では、一般会計が110億7,009万5千円で前年度に比べて10.5
％の増となっています。
　また、国民健康保険事業など５つの特別会計の予算総額は、90億
5,677万2千円で前年度比7.6％の増となりました。
　また、企業会計である水道事業は、前年度比25.5％減の10億1,747
万8千円です。

用語解説
会計別予算の概要
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対前年度伸率
110億 7,009万 5千円
90億 ５，677万2千円

 44億 2,270万 1千円
 １０億 5,178万 3千円
 １1億 8,597万 8千円
 20億 5,372万 5千円
 ３億 4,258万 5千円
１0億 1,747万 ８千円

211億 4,434万 5千円

（国民健康保険事業）
（ 財 　 産 　 区 ）
（ 下 水 道 事 業 ）
（介護保険事業）
（後期高齢者医療事業）

予　算　額　　区分
一般会計
特別会計

水道事業会計
合　　　　計

歳出
出るお金

歳入
入るお金

その他
12,244円 34,488円

土木費
22,827円
公債費

63,210円
教育費

民生費
103,710円

総務費
38,511円14,407円

消防費
29,470円
衛生費

①教育費が9.5億円増加
　町民プール跡地の整備、播磨
南小学校の校舎増築、両中学校
の武道場の改修などによる増額

②民生費が2.9億円増加
　障害福祉サービスの充実、新
制度による保育所運営、南部子
育て支援センターの屋外施設の
整備などによる増額

③繰入金が7.1億円増加
　集中する各施設等の老朽化対
策や新増築に対応するため、基
金からの取り崩しが増額

繰　入　金…各種基金（貯金）を取り崩し一般会計へ
入れるお金　

地方交付税…町の財政需要に応じて国から交付され
るお金　

町　　　債…事業を行うために借り入れるお金

公　債　費…町債などの借入金の返済

歳　出
110億7,009万5千円

歳　入
110億7,009万5千円

民生費
36億50万1千円
（32.5%）

教育費
21億9,444万9千円
（19.8%）

総務費
13億3,699万2千円
（12.1%）

衛生費
10億2,310万9千円

（9.3%）

町税
51億1,668万6千円
（46.2%）

繰入金
16億8,916万5千円
（15.2%）

県支出金
7億3,775万3千円（6.7%）

地方交付税
5億9,300万円（5.4%）

国庫支出金
11億6,809万円
（10.6%）

その他
5億2,348万2千円
（4.7%）

公債費
7億9,247万3千円
（7.2%）

消防費　5億17万7千円（4.5%）
農林水産業費　1億7,537万8千円（1.6%）
議会費　1億3,809万1千円（1.2%）
その他　1億1,160万2千円（1.0%）

土木費
11億9,732万3千円
（10.8%）

町債　5億5,560万円（5.0%）
地方消費税交付金　5億1,100万円（4.6%）

分担金及び負担金
1億7,531万9千円（1.6%）

　町の基本的な目標を定めた「第４次播磨町総合計画」に定められた５つの柱に沿って、平成
27年度に行う主要・新規事業を紹介します。※「新」…平成27年度の新規事業

▶問合せ　総務グループ☎079（435）0357

平成27年度は、こんな事業を実施します

小・中学校教育の充実
■スクールアシスタントの全校配置 1,127万円
　特別な支援を必要とする児童・生徒に対して学校生活上の

介助や学習活動の支援を行うため、全小・中学校に配置し
ます。

■教科専門指導教諭の配置 2,270万円
　基礎的・基本的内容の確実な定着や補充的学習、発展的学

習など個人に応じたきめ細やかな学習を推進するため、各
小学校に教科専門指導教諭を配置します。

■教育振興基本計画策定事業「新」 142万円
　教育振興のための施策に関する基本的な計画を策定しま

す。
■学校給食施設検討事業「新」 98万円
　老朽化した給食施設について、施設の現状調査や給食の提

供方法も含めた施設の方向性について検討を行います。
■小中学校用パソコンネットワークの構築、中学校パ

ソコン教室用パソコンの更新「新」 1,405万円
　センターサーバーを設置し、各学校のデータを一元管理で

きるようにします。また、中学校のパソコン教室で使用し
ているパソコンを入れ替えます。

学校園施設の充実
 小学校
■蓮池小学校プール改修事業「新」 634万円
 蓮池小学校プールの老朽化に対応するため、全体的な改修

を実施するための設計を行います。
■播磨南小学校プール改修事業「新」 302万円
 播磨南小学校プールの老朽化に対応するため、全体的な改

修を実施するための設計を行います。
■播磨小学校北校舎大規模改造事業
　「平成26年度からの繰越」 2億7,476万円
　経年劣化により老朽化した北校舎の、大規模な改造を実施

します。なお、本年度は２期工事を実施します。
■播磨西小学校屋内運動場大規模改造事業「新」

346万円
　経年劣化により老朽化した体育館の、大規模な改造を実施

するための設計を行います。
■小学校天井等落下防止対策事業 207万円
　体育館内の非構造部材の落下防止措置を講じるための工事

を行います。

豊かな心と人を育むまち1
■播磨南小学校校舎増築

事業　2億6,798万円
　児童の増加が見込まれる

ため、教室などの増築工
事を行い、受け入れ態勢
を整えます。

 中学校
■中学校天井等落下防止対策事業 1億2,223万円
　武道場の天井などや、体育館の非構造部材の落下防止措置

を講じるための工事を行います。なお、両中学校の武道場
は老朽化が著しいため、全面的な改修も実施します。

 幼稚園
■播磨幼稚園遊戯室棟新築事業「新」 4,661万円
 浜幹線の開通により園児の増加が見込まれるため、幼稚園

東側の土地を取得し、遊戯室を整備して教育環境の充実を
図ります。

文化・スポーツなどの充実
■生涯学習推進計画策定事業「新」 87万円
 生涯学習推進計画は５カ年ずつ前期と後期に分けて策定す

ることとなっているため、平成28年度からの後期分を策
定します。

■学校プール一般開放管理運営事業「新」 407万円
 町民プールが廃止されたことから、播磨小学校のプールを

夏季の水泳施設として、学校教育に支障がない範囲内にお
いて住民に開放し、その適正な管理運営を行います。

■図書館改修事業「新」 130万円
 老朽化が進んでいるエレベーターを、現基準に適合したも

のに更新するための改修設計を行います。
■総合体育館改修事業「新」 1,458万円
 大体育室の屋上防水及び外壁塗装改修工事の設計を行いま

す。また、町民プール管理棟撤去に伴う代替倉庫の新設及
びロビー・ミーティング室の空調設備の更新を行います。

■新島球場改修事業「新」 105万円
 新島球場の施設及び設備が老朽化しているため、改修工事

の設計を行います。
■町民プール跡地整備事業 3億6,644万円
 播磨町民プール跡地整備に係る基本設計及び実施設計に基

づき、工事を行います。
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■任意予防接種助成（おたふくかぜ、風しん）
 180万円
　おたふくかぜ（１歳～４歳未満を対象）・風しん（全住民

を対象）の予防接種料金の窓口負担を一部軽減します。
■こども医療費助成事業（拡大） 4,125万円
 小学４年生から中学３年生を対象に、子育て世代が安心し

て子育てできるよう、医療保険の自己負担の全額を助成し
ます。

■胃がんリスク検査（ＡＢＣ分類）助成「新」
 869万円
 胃がん検診とは別に、胃がんになりやすいかどうかをみる

「胃がんリスク検査（ＡＢＣ分類）」を導入し、その費用
を全額助成します。

■健康いきいきセンター改修事業「新」 2,359万円
 施設建設から年数が経ち劣化がみられることから、中央監

視盤などの改修工事を行います。
■学童保育施設整備事業「新」 152万円
 学童保育所を利用する児童の増加により施設が不足してい

るため、小学校の余裕教室に専用施設を設置します。
■南部子育て支援センター屋外施設整備事業「新」
 4,084万円
 南部子育て支援センターには屋外での遊戯などに適した広

さの園庭がないため、南側隣接地を取得し、広場などの有
効利用を検討します。

やすらぎがあり、健やかに暮らせるまち2
■「物忘れ相談プログラム」タッチパネルパソコン設

置管理事業「新」 642万円
 町内施設８箇所に認知症の早期発見・早期受診の助けとな

る「物忘れ相談プログラム」タッチパネルパソコンを設置
し、身近な場所で診断ができるようにします。

■街灯ＬＥＤ化事業 1,474万円
 夜間における犯罪と事故の未然防止を図るために街灯を設

置するとともに、街灯にかかる電気使用料金の低減及び修
繕など維持管理費用の削減を図るため、町管理街灯のＬＥ
Ｄ化を推進します。

■高齢者運転免許証自主返納への補助「新」 11万円
 高齢運転者による交通事故の減少を図るため、運転免許証

を自主返納した高齢者に対し補助金などを交付します。
■可搬式簡易止水板の購入「新」 194万円
 台風などによる浸水被害が発生している地域に対し、軽量

であり設置・撤去も容易で、繰り返し使用可能な可搬式簡
易止水板を試験的に配備します。

■備蓄物資の整備 1,199万円
 播磨町備蓄計画に基づく物資、また土山駅南防災公園に新

設する防災倉庫に保管する物資の調達を行います。
■監視カメラ（水路）の設置 77万円
 台風接近時において、水田川周辺で浸水被害が発生するお

それがある水路を常時確認するため、監視カメラを設置し
ます。

■自主防災倉庫の更新「新」 118万円
 自主防災組織が活用している防災倉庫のうち、老朽化の激

しい倉庫から計画的に更新を行います。
■総合防災マップ更新事業「新」 1,186万円
 最新の地域防災計画などを反映した総合防災マップを作成

し、全戸配布します。
■土山駅南防災公園整備事業 6,735万円
　土山駅南地区に防災施設を備えた公園を新設します。
■住宅耐震推進事業「新」 836万円
　震災に備え、民間住宅の耐震化を推進するため、簡易耐震

診断の実施、耐震改修工事などへの補助、住宅無料相談会
を開催します。

■空き家調査事業「新」 135万円
　町内の空き家の実態調査を行い、空き家の実数やその内容

を把握するとともに、空き家の要因、所有者の意向などを
調査します。

■ゆうあいプラザ改修事業「新」 130万円
　施設の経年劣化に対応するため、空調機の更新設計を行い

ます。
■プレミアム商品券の発行「新」
　「平成26年度からの繰越」 3,482万円
　地域の消費を喚起するため、商工会を通じて町内の協力店

舗・事業所などで使用できるプレミアム商品券を発行しま
す。

■大中団地内道路の工事 7,376万円
　大中団地内道路の補修工事を実施します。
■播磨町駅前線バリアフリー化設計等「新」
 1,025万円
　播磨町駅前線の歩道をバリアフリーにするための測量、設

計や、新幹線南側線歩道の一部のバリアフリー化などを行
います。

■狭あい道路整備事業「新」 138万円
　道路拡幅（セットバック）が進んでいない状況を改善する

ため、後退道路用地を寄付・無償使用契約後、当該部分の
舗装などを行い町道の道路区域とすることで、狭あい道路
の整備を推進します。

■橋梁長寿命化修繕計画の見直し、橋梁点検「新」
 559万円
　平成22年度に策定した橋梁長寿命化計画の見直しを行い

ます。また、町内48箇所の橋の点検を、５年間で順次実
施します。

■水田川環境整備事業 3,000万円
　あえ橋から水田橋の区間の管理用通路において、遊歩道と

して舗装、転落防止柵、ベンチ、植栽、街灯などの整備を
行います。

■喜瀬川遊歩道補修事業 1,857万円
　ふれあい散歩道の舗装が摩耗損傷しているため、改修しま

す。また、こだま橋から野添橋の右岸において、測量・設
計を行います。

■都市公園施設改修事業「新」 2,561万円
　望海公園の園路を補修します。また、望海公園交通公園再

整備計画の作成などを行います。
■漁港施設補修事業「新」 550万円
　古宮漁港の漁港施設（護岸など）について、機能保全計画

に基づいて修繕するための設計を行います。
■地域公共交通システム導入検討業務「新」 624万円
　交通手段の充実と利便性の向上を図るための、地域公共交

通システム導入の検討を行います。
■土山駅南交流スペース運営事業「新」 578万円
　仮称「BiVi土山」内に駅南交流スペースを併設し、播磨町

の施策や地域に関する情報提供及び案内を行い、あわせて
住民及び来訪者の交流の場や待合所として活用します。

人や環境にやさしく、快適なまち3

つながりを大切にするまち4

■緑の基本計画改定業務「新」 517万円
　現在の計画は平成12年３月に策定されたものであるため、

本町の実情と上位計画を反映させた内容に改定します。
■都市計画道路整備計画検討業務「新」 149万円
　都市計画道路網の見直しの検証結果から、「現計画のまま

存続」となった路線について、概算事業費、費用便益分析
から評価し、優先順位を検討します。

■妹池改修事業「新」 511万円
　測量・土質調査結果を基に、改修工事に向けた設計を行い

ます。
■大池整備事業「新」 1億1,598万円
　大池周辺に駐車場とトイレを整備し、安全対策のための転

落防止柵を設置した管理用通路を堤体に整備します。
■生態系多様性基礎調査「新」 116万円
　狐狸ヶ池の本来の生態系を復活させるため、外来種である

ミシシッピアカミミガメが生態系に与える影響を調査し、
繁殖抑制に取り組みます。

■広域ごみ処理事業「新」 2,035万円
　加古川市・高砂市・稲美町と共にごみ処理の広域化に取り

組み、平成34年度からの稼働を目指し、可燃ごみ及び不
燃・粗大ごみ処理施設の建設・運営を高砂市に委託しま
す。

■サマーフェスティバル事業への補助 308万円
　全町的な夏のイベントとして、ＮＰＯ法人が実施する「サ

マーフェスティバル事業」に補助することにより、町民の
一体感と町への愛着を育て
ます。

■播磨ふれあいの家の改修
「新」　　　 2,234万円

　老朽化した廊下のトイレや
ボイラーなどの改修工事を
行います。 

■庁舎の駐車場バリアフリー化設計、会議室改修など
「新」 1,772万円

 庁舎周辺を総合的にバリアフリー対応にするため、基本設
計を行います。また、第１庁舎302会議室が老朽化してい
るため、改修及び机・椅子の更新を行います。

■総合計画基本計画改定事業「新」 742万円
　これまでの施策・事業の成果と課題を検証するとともに、

社会経済状況や住民ニーズの変化も踏まえた基本計画の見
直しを行い、平成28年度からの後半５カ年分の基本計画
を策定します。

健全な行政経営による持続可能なまち5
■地方版総合戦略等策定事業「新」
　「平成26年度からの繰越」 1,238万円
　昨年新たに成立した「まち・ひと・しごと創生法」に基づ

き、「地方版総合戦略」及び「地方人口ビジョン」を策定
します。

■証明書コンビニ交付事業「新」 313万円
　全国のコンビニエンスストアにおいて、個人番号カードを

利用して休日や時間外にも住民票などの証明書の交付が受
けられるようにシステム改修を行います。
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