
住民１人に
使われる
町のお金

平成28年度予算が決まりました
～きっと住みたくなる～

今年度の特徴

一般会計の内訳

336,896円総　額 （平成28年４月１日  人口 34,662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、219億5,422万1千
円で、昨年度と比べて8億987万6千円、3.8％の増となっています。
　会計別では、一般会計が116億7,749万2千円で前年度に比べて5.5％
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、93億777
万円で前年度比2.8％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4.8％減の9億6,895万9
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
116億 7,749万 2千円
93億    777万　  円

 45億 1,491万 3千円
 １1億 307万 5千円
 １1億 8,156万 6千円
 21億 5,199万 3千円
 ３億 5,622万 3千円

9億 6,895万 9千円
219億 5,422万 1千円

（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
14,282円 35,771円

土木費
23,284円
公債費

①教育費が2年連続で20億円超
　蓮池・南小学校プールの改修、
西小学校の屋内運動場改修、両
中学校の校舎の改修など大規模
工事が続く

②民生費が3.3億円増加
　地域介護施設整備等補助事業
や、年金生活者等支援臨時福祉
給付金支給事業などによる増額

③町債が3.8億円増加
　集中する各施設などの老朽化
対策や新築に対応するため、基
金と調整を行いながら借入を増
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
116億7,749万2千円

歳　入
116億7,749万2千円

民生費
39億2,841万9千円
（33.6%）

教育費
22億941万7千円
（18.9%）

総務費
14億1,791万9千円
（12.2%）

衛生費
10億6,727万5千円

（9.1%）
町税

54億1,350万5千円
（46.4%）

繰入金
13億3,795万5千円
（11.4%）

県支出金
9億1,388万3千円（7.8%）

国庫支出金
11億9,927万4千円
（10.3%）

その他
6億2,709万7千円
（5.4%）

公債費
8億709万円
（6.9%）

消防費　5億1,245万5千円（4.4%）
農林水産業費　1億6,899万1千円（1.4%）
議会費　1億4,791万9千円（1.3%）
その他　1億7,812万7千円（1.6%）

土木費
12億3,988万円
（10.6%）

地方消費税交付金　5億9,190万円（5.1%）

町債
9億3,820万円（8.0%）

地方交付税　4億9,000万円（4.2%）
分担金及び負担金
1億6,567万8千円（1.4%）

 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
分けて、平成28年度に行う主要・新規事業を紹介します。

こんな事業を実施します

小・中学校教育の充実
■学校給食施設検討事業 460万円
　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。
■サポートチーム播磨推進事業「新」 3,613万円
　各小中学校に「教科専門指導教諭」と「スクールアシスタ

ント」を統合した「学校生活サポーター」を配置し、地域
ボランティアとともに学習上・生活上の支援を行います。

■播磨町教育委員会指定校事業「新」 30万円
　町内小中学校を対象に研究指定校を指定し研究を推進する

ことで、教員の資質・能力のさらなる向上を図ります。
■子ども多文化共生サポーター配置事業「新」 73万円
　日本語指導が必要な外国人児童生徒や帰国子女に対し、子

ども多文化共生サポーターを配置し、教職員や他の児童生
徒とのコミュニケーションの円滑化を促します。

■中学校就学援助事業（拡大） 1,871万円
　従来実施している要保護・準要保護児童生徒援助費におけ

る援助費目に、新たに体育実技で使用する柔道着の補助を
追加しました。

学校園施設の充実
 小学校
■蓮池小学校プール改修事業 2億300万円
 蓮池小学校プールの老朽化に対応するため、全面改修を行

います。
■播磨小学校南校舎大規模改造事業「新」 1,350万円
 老朽化した南校舎の、大規模な改造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 1億1,902万円
　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

修を実施します。
■播磨西小学校屋内運動場大規模改造事業

2億6,535万円
　老朽化した体育館の、大規模な改造を実施します。
■播磨南小学校校舎大規模改造事業「新」 1,426万円
　老朽化した校舎の、大規模な改造を実施するための設計を

行います。
 中学校
■播磨中学校北校舎トイレ改修事業 8,621万円
　老朽化した北校舎トイレの、大規模な改修を実施します。

豊かな心と人を育むまち1
■播磨南中学校東校舎大規模改造事業
　「平成27年度からの繰越」 1億1,917万円
　老朽化した東校舎トイレの、大規模な改修を実施します。
■播磨中学校プール改築事業「新」 680万円
 播磨中学校プールの老朽化に対応するため、改築を実施す

るための設計を行います。
 幼稚園
■播磨幼稚園遊戯室棟新築事業 1億4,244万円
 今後さらに園児の増加が見込まれるため、前年度に取得し

た幼稚園東側の土地に遊戯室を整備します。

文化・スポーツなどの充実
■地域の教育力向上事業「新」 200万円
 すべての児童を対象に放課後児童クラブ（学童）と放課後

子ども教室を一体的に推進する「放課後子ども総合プラ
ン」が策定されたことに伴い、「支援者（団体）のネットワ
ークの構築」や「新たな支援者の発掘・育成」を行います。

■大中遺跡整備活用事業「新」 816万円
 降雨によるぬかるみや水溜りが、史跡の見学やイベント運

営に支障をきたしているため、これを改善するための整地
工事などを行います。

■図書館改修事業 1,960万円
 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を行います。
■総合体育館改修事業「新」 5,811万円
　大体育室の屋上防水及び外壁塗装改修工事を行います。
■新島球場改修事業 5,754万円
 新島球場の設備が老朽

化しているため、改修
工事を行います。

14,784円
消防費 総務費

40,907円

63,742円
教育費

民生費
113,335円30,791円

衛生費

▲うみえーる広場の噴水

67
広報はりま 28.5広報はりま 28.5



■街灯ＬＥＤ化事業 1,824万円
　夜間における犯罪と事故の未然防止を目的に街灯を設置す

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ＬＥＤ化
を推進します。

■グループホーム建設等補助事業「新」 500万円
 グループホーム等の障がい福祉施設を誘致するため、開設

に伴う建設費・改修費などの補助を行います。
■年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業「新」
 1億2,969万円
 所得が基準に満たない高齢者及び障害・遺族年金受給者を

対象に、年金生活者等支援臨時福祉給付金を支給します。
あわせて、消費税率の引上げによる影響を緩和するため、
所得が基準以下の方を対象に、制度的な対応を行うまでの
間、暫定的・臨時的な措置として臨時福祉給付金を支給し
ます。

■地域介護施設整備等補助事業「新」 1億9,540万円
 『地域密着型特別養護老人ホーム』『小規模多機能型居宅

介護事業所』『定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業
所』を整備する法人に対し、施設等整備費及び開設準備経
費を補助します。

■地域サポート型特養支援事業「新」 100万円
 高齢者が、できるだけ長く在宅生活を送ることができるよ

う生活援助員などを配置し、24時間対応可能な態勢で、
認知症の人やホームヘルプサービスなどの介護サービスの
ない時間帯の生活に不安をもつ高齢者などの見守りを行う
特別養護老人ホームを支援します。

■福祉会館改修事業「新」 448万円
 福祉会館の老朽化に伴い施設の維持を図るため、調査・設

計を行います。
■健康いきいきセンター改修事業「新」 1,670万円
 経年劣化がみられることから、空調設備、プールの吊り天

井の改修などのための設計業務を実施します。あわせて、
施設・設備の維持・保全を計画的に進めるため現況調査を
行い、改修計画を作成します。

■福祉しあわせセンター改修事業「新」 227万円
 強い風雨の際、通路及び部屋の一部に雨水がたまるため、

その原因の調査及び外壁・屋上防水などの調査・設計を行
います。

やすらぎがあり、健やかに暮らせるまち2
■学童保育施設整備事業「新」 1,916万円
 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、蓮池小学校に第３学童保育所を整備します。
■子育て世代包括支援事業「新」 　1,102万円
 妊娠期から義務教育終了まで切れ目のない支援として子ど

も及びその保護者が、教育・保育・保健その他、地域で実
施している子育て支援を円滑に利用できるように、子育て
コンシェルジュと保健師が常駐する「こども窓口」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  
 1,562万円

 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、昨年度に取得した南側隣接地を芝生
広場として整備します。

■一般不妊治療費助成「新」 200万円
 これまで実施してきた特定不妊治療に加えて、一般不妊治

療に要する費用の一部助成を行います。
■はりまこうのとりタクシー事業「新」 34万円
 妊産婦が陣痛の際に産院まで行く手段がない場合、タクシ

ー料金の一部助成を行います。
■ゆうあいプラザ改修事業 3,571万円
 施設の経年劣化に対応するため、空調機の更新工事を行い

ます。
■町営住宅改修事業「新」 2,147万円
　補修が必要な外壁及び屋根の工事を行います。
■コンビニへのＡＥＤ設置「新」 69万円
　町内のコンビニエンスストアに依頼し、ＡＥＤを設置しま

す。
■防災倉庫の整備 2,345万円
　播磨町備蓄計画に基づき、平成28年度は蓮池小学校に防

災倉庫を整備します。

■コミュニティバス運行事業「新」 2,153万円
　コミュニティバス導入に向けた実証運行を行います。
　あわせて利用実態調査を実施し、実証運行における問題点

と課題を整理し、本格運行に向けた準備を行います。
■土山駅南交流スペース運営事業 874万円
　「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。

■広域ごみ処理事業 3,019万円
　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。

■妹池改修事業 7,284万円
　ため池一斉点検で要改修となったため、漏水を防止し、洪

水吐を整備して災害に耐えうる安全な池へと改修します。
■ソウブチ池改修事業「新」 966万円
　農業用ため池としての役割を残しながら、堤体などの改修

を行うなど、ソウブチ池の将来像を見据えた検討を行いま
す。

■漁港施設補修事業 3,531万円
　古宮の漁港施設（護岸など）について、機能保全計画に基

づいて修繕工事を行います。
■町道の補修（東耕地１号線・古宮大中線他）  

 9,950万円
　老朽化している町道の舗装、及び道路付属物の改修を行い

ます。
■道路安全対策事業（播磨町駅前線バリアフリー化工

事他） 5,120万円
　播磨町駅前線の歩道バリアフリー化工事や、上ノ池本荘北

線横断防止柵の改修工事などを行います。

人や環境にやさしく、快適なまち3
■町道古宮川端線道路改良事業「新」 842万円
　浜幹線への連絡道路として、通称「田中道」の一部拡幅工

事を実施します。
■ＪＲ土山駅自由通路の点検「新」　　  2,000万円
　道路法改正により５年に１回、近接目視による橋梁・トン

ネル等の定期点検が規定されたことに伴い、定期点検を実
施します。

■喜瀬川遊歩道補修事業 　　　　　　  2,040万円
　喜瀬川のこだま橋から駅前橋間の、右岸の遊歩道整備を行

います。
■空家等対策計画策定事業「新」 395万円
　空き家の実態調査結果をもとに、空き家などに関する対策

を総合的かつ計画的に実施するため、「播磨町空家等対策
計画」を策定します。

■都市公園施設改修事業（野添北公園遊具他）「新」  
 7,178万円

　野添北公園の木製橋改修工事などを実施します。また、望
海公園交通公園再整備などの実施設計を行います。

■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。

つながりを大切にするまち4
■「はりま風薫るフェスタ」への補助 475万円
　「健康福祉フェア」と「緑化イベント」を一体化し、「は

りま風薫るフェスタ」へ名称変更します。

■議場内拡声・録音機器整備事業「新」 1,914万円
 各機器に著しい劣化が進行しているため、拡声・録音に関

する各種機器を、現行の「アナログ方式」から「デジタル
方式」の機器に変更する全面的な更新を実施します。

■新地方公会計の導入「新」 318万円
　新地方公会計に対応するための事前準備として、総務省標

準システムなどを導入します。また、公共施設等総合管理
計画の策定にも着手します。

健全な行政経営による持続可能なまち5
■庁舎整備事業（第２庁舎の改修他） 1億2,641万円
 第２庁舎の屋上防水、外壁塗装及び空調機器などの更新工

事を行います。また、第１庁舎駐車場区画線補修工事など
を行います。

■町制55周年記念事業「新」 80万円
　平成29年４月に町制施行55周年を迎えるにあたり、記念

グッズなどの作成を行います。

▲南部子育て支援センターの庭で竹水てっぽう遊び

▲JR土山駅自由通路
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