
 
 
 

平成２２年度当初予算（一般会計）における主要事業概要 

 

住みたい 訪れたい 帰りたい 

      ふれあいのまち「ふるさと 猪名川」 

 

 第五次町総合計画の基本構想・前期基本計画に基づいて実施する施策及び事業のうち、

平成２２年度の主な事業概要は、次のとおりです。 

 

 

            笑顔あふれるふれあいのまち 猪名川 

～地域・生活～ 

  

 

 こころ安らぐ自然に育まれたまち 猪名川 

～環境・景観～ 

 

 

 いきいきと暮らせる健康長寿のまち 猪名川 

～健康・福祉～ 

 

 

こころ豊かな教育・文化のまち 猪名川 

～教育・文化～ 

 

 

活力とにぎわいのあるまち 猪名川 

～都市・産業・観光～ 

 

 

人びとと行政がともに歩むまち 猪名川 

～行政運営～ 



 
 
 

笑顔あふれるふれあいのまち 猪名川 

～地域・生活～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通安全対策事業（継続）                      ５２６万７千円 

【担当：総務部 コミュニティ課】 

交通事故撲滅に向け、警察や交通安全協会、町交通安全推進協議会の協力のもと、街頭

啓発の実施や高齢者ドライバー、幼児・児童の交通安全教室を開催し、意識啓発を図り「交

通安全宣言の町」としてふさわしい取り組みを推進します。 

 

防災対策事業（継続）                       １，３７３万５千円 

【担当：総務部 総務課】 

防災訓練については、各種団体や阪神７市参加の合同防災訓練を本町において実施する

とともに、より多くの地域住民の方々が参加・体験できるよう、小学校区単位の体験重視

型訓練の実施について引き続き支援します。 

 また、全小・中学校に設置が完了した防災倉庫の備蓄品については、保存期限の迫った

ものから順次更新します。 

 

防犯対策事業（継続）                      ２，８７７万２千円 

【担当：総務部 コミュニティ課】 

安全で安心して暮らせるまちづくりに向け、多くの歩行者が通行する路線に防犯灯を計

画的に設置します。 

また、大人も子どももお互いに「声かけ」や「あいさつ」を励行する「い～な～スマイ

ルあいさつ運動」を推進し、地域社会の連帯感を強め、明るく安全で住みよい地域社会づ

くりを進めます。 

 

 

 

 

まちづくりの主役である住民の活動基盤を整備するとともに、参画と協 

働を一層進め、安全・安心をキーワードに、犯罪が起きにくく災害に強い 

まちづくりに取り組みます。 

人権を尊重し、すべての人がともにささえあう共生のまちづくりを推進 

し、人々の笑顔があふれ、豊かで快適な生活を実現するまちづくりをめざ 

します。 



 
 
 

国際交流事業費（継続）                      ２０８万１千円 

【担当：総務部 コミュニティ課】 

姉妹都市バララット市との交流を深め、 

多面的な分野にわたる国際交流を推進する 

とともに、地域の外国人住民が安心して暮 

らせる多文化共生のまちづくりに努めます。 

また、住民主体で実施される多文化間の 

相互理解と国際親善を推進する国際交流協 

会の活動について補助金を交付します。 

 

 

 

 

 

コミュニティ推進事業（継続）                  １,０４６万５千円 

【担当：総務部 コミュニティ課】 

７小学校区に設置された“まちづくり協

議会”を中心に、地域の特色、特性を活か

した住民の参画と協働による安全・安心な

まちづくりに向けた地域コミュニティの

推進を図るため、その活動に対して補助金

を交付します。 

 

 

 

 

 

 

消費者対策事業（継続）                       ４９７万７千円 

【担当：建設部 農林商工課】 

消費者行政の活性化は喫緊の課題となっていることから、これまで以上に住民に身近な

相談しやすい窓口を目指し、複雑化、高度化する消費者トラブルに対応するため、相談窓

口の充実を図ります。 

また、消費者トラブルの未然防止のため、近年多く発生しているトラブル事例などを交

えた消費生活講座や出前講座などを引き続き開催するとともに、依然として多い多重債務

問題に対応するため、弁護士会、司法書士会など関係機関との連携強化に努めます。 

 

 

阿古谷小学校区まちづくり協議会合

同防災訓練 

 

桂かい枝の英語落語会 

（国際交流協会主催） 



 
 
 

救急活動啓発事業（拡充）                      ５９７万２千円 

【担当：消防本部】 

  救命率の向上を図るため、引き続き救急 

救命士による心肺蘇生法を主とした救命講 

習を実施するとともに、救急アドバイザー 

が身近な自治会や子育てグループなどで積 

極的に出前講座を開催し、わかりやすい救 

急の知識、応急手当の実施方法などの普及 

啓発活動を行います。 

 

 

 

自主防災組織育成事業（継続）                    １４４万９千円 

【担当：消防本部】 

  自主防災組織については、引き続き各自主防災組織における訓練の実施を推進するとと

もに、老朽化が進んでいる消防用ホース格納箱に対する助成を行い、地域の防災力の向上

とコミュニティの醸成に努めます。 

 

消防施設整備事業（継続）                         ６１９万円        

【担当：消防本部】 

川西市との共同による消防通信指令業務を継続運営し、増大する消防需要に対して迅速

かつ広域的に対応するとともに、宝塚市及び川西市との新たな消防通信指令業務の共同運

用に向けて取り組みます。                                    

 

児童生徒安全対策事業（継続）                     ７４万６千円 

【担当：教育委員会 学校教育課】 

全国的に登下校時に子どもが凶悪事件の被害者となる事件が多数発生しているため、各

学校では教職員対象の防犯訓練を実施し、学校安全ボランティアの協力による登下校時の

安全確保に努めるとともに、小･中学校の児童生徒全員に防犯ブザーを貸与し、小学校で「Ｃ

ＡＰ講習会（子どもへの暴力防止を考える講習会）」を実施して子ども自身の防犯スキルの

向上を図ります。 

 
救急アドバイザーによる救命講習会 



 
 
 

こころ安らぐ自然に育まれたまち 猪名川 

～環境・景観～ 

 

 

 

 

 

 

 

環境管理システム事業（継続）                     ３９万５千円 

【担当：生活部 住民生活課】 

平成１４年７月２４日に本庁舎等において認証取得した「ＩＳＯ１４００１」について、

新たな環境マネジメントシステムの構築に取り組み、より一層環境に配慮した行政運営に

取り組みます。 

 

水環境保全整備事業（継続）                       １１０万円 

【担当：建設部 建設課、生活部 住民生活課】 

清流猪名川を取り戻そう町民運動が、自主的な地域の活動として継続的に展開されるよ

うに同運動実行委員会に対する活動支援を行います。 

また同運動基本計画に基づき、引き続き雨水利用を促進する貯留施設（タンク）設置に

対する助成を実施するとともに、清流パトロールの実施、清掃用具の地域・グループへの

貸し出しにより河川愛護活動を支援します。 

 

ごみ減量化等対策事業（継続）                  ２，９９３万６千円 

【担当：生活部 住民生活課】 

大型ごみの有料化、再生資源集団回収の奨励、家庭用生ゴミ処理器購入助成などの施策

を引き続き行うほか、事業系生ごみの堆肥化によるリサイクルや住民参加、出展によるフ

リーマーケット等の場の提供を行います。 

 

塵芥処理事業（継続）                      １億１，１３７万円 
【担当：生活部 住民生活課】 

ごみ収集業務については、引き続き適正なごみ処理に向けた分別収集を徹底します。 

また、ごみ収集車１台の更新にあたっては、環境に配慮し低公害車の導入を推進します。 

 

 

清流猪名川をはじめ、豊かな里山など、自然を身近に感じることができる 

本町のすばらしい環境の中で、都市との調和を図り、潤いと安らぎが感じら 

れるまちづくりに取り組みます。 

自然にふれあい、自然について学び、自然の尊さや自然と共生する心を育 

み、いつまでも季節の変化を感じられる美しい環境づくりをめざします。 



 
 
 

猪名川町環境基本計画策定（新規）                  １１０万３千円 

【担当：生活部 住民生活課】 

地球温暖化をはじめとする地球規模での環境問題に対する関心が高まっているなか、地

域・家庭で取り組む環境対策を推進するため、住民、事業者及び行政の三者協働による取

り組みを発展させることを目的に第３次猪名川町環境基本計画（平成２３年～２７年）を

策定します。 

 

公園緑地の維持管理（継続）                    ９,３０８万６千円 

【担当：建設部 都市整備課】 

生活文化公園都市をめざして整備された総合公園、地区公園、近隣公園等４８公園及び

６５箇所の緑地の維持管理を行い、生活の中に潤いと安らぎを提供できるように取り組み

ます。 

また、公園遊具による事故を未然に防止するとともに、全公園を対象に行った安全点検

結果に基づき撤去した公園遊具の新たな設置については、地域住民との協議により利用者

が安心して利用できるように順次施設の更新に努めます。 

 



 
 
 

いきいきと暮らせる健康長寿のまち 猪名川 

～健康・福祉～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団塊世代生きがいづくり事業（継続）                 １６０万３千円 

【担当：総務部 コミュニティ課】 

  シニア世代の豊富な知識・経験を地域づくりやまちづくりに活かしながら、各地域でア

ドプト活動への誘導や、遊休農地・里山の活用などにつなげていくため、農業体験講座を

通して、新たな後継者の育成に努めます。 

また、本町でいつまでも健康で暮らしていけるための講座の開催や、ＮＰＯ法人設立支

援など、広くシニア世代への生きがいづくり支援を行います。 

 

障害者相談支援事業（継続）                     １，９６３万円 

【担当：生活部 福祉課】 

障がい者（児）やその保護者、介護者からのあらゆる相談に応じ、必要な情報の提供や

権利擁護のための援助を行うことにより、自立した日常生活、社会生活の向上を図ること

を目的として相談支援センターを設置しています。また、障害者就労支援センターでは、

障がい者の就労に係る相談、援助、実習訓練、啓発等を行うことにより、一人でも多くの

障がい者が就労の場や機会を得られるよう努めます。 

 

社会福祉協議会への補助（継続）                 ７，００９万８千円 

【担当：生活部 福祉課】 

総合福祉センターを拠点として、これまで実施してきた高齢者や障がい者に対する一体

的、総合的な福祉サービスの提供に加え、障害者自立支援法に基づく事業への移行など、

その事業主体となる猪名川町社会福祉協議会に対して引き続き助成を行い、本町における

地域福祉の推進役として一層の機能強化を図るための支援を行います。 

 

 

高齢者や障がいのある人を地域でささえる仕組みづくりなど、安全で快適 

に暮らせる環境づくりを進めるとともに、町ぐるみで健康づくり活動を促進 

することで、いつまでも元気でいきいきと暮らせることが実感できる健康長 

寿のまちづくりに取り組みます。 

子育て世代が安心して子どもを産み育てることのできる活力ある地域社会 

づくりを進め、子どもたちが本町の特色である自然環境を最大限に活かし、 

健やかに育つ環境づくりをめざします。 



 
 
 

人生８０年いきいき住宅助成事業（継続）                 ３００万円 

【担当：生活部 健康課】 

住み慣れた地域で暮らすことを望む高齢者や障がい者が、家庭で安心して健やかに生活

が送れることを目的に、引き続き一定要件の住宅改修に伴う費用の一部を助成し、在宅介

護の支援に努めます。 

人生８０年いきいき住宅助成事業の対象 

種類 対象者 

一 般 型 ・６０歳以上の高齢者のいる世帯で特別型の対象とならない人

特 別 型 

・介護保険申請者で、要支援以上の認定を受けた人 

・身体障害者手帳の交付を受けた人 

・療育手帳の交付を受けた人 

増改築型 ・一般型及び特別型の対象者 

 

敬老祝金（継続）                          ４２７万６千円 

【担当：生活部 健康課】 

７７歳（１万円）、８８

歳（２万円）、１００歳以

上（３万円）の敬老祝金

を引き続き支給し、福祉

の増進に努めます。                        

 

緊急通報システム運営事業（継続）                  １８１万２千円 

【担当：生活部 健康課】 

一人暮らし高齢者（６５歳以上）及び身体障がい者の緊急時の不安解消や安全確保など

を目的とする緊急通報システム事業の運営を引き続き行います。 

 

心身障害者（児）福祉金（継続）                 １，３９０万４千円 

【担当：生活部 福祉課】 

障害者（児）福祉金を支給することにより、経済的負担の軽減を図り、障がい者福祉の

向上に努めます。 

 

心身障害者（児）支援事業（継続）              １億６，９００万７千円 

【担当：生活部 福祉課】 

小規模通所授産施設「希望の家“すばる”」及び地域活動支援センターの障害者自立支援

法に基づく体系移行により、町内で生活介護や就労支援など日中活動系サービスの充実を

図り、障がい者の自立と社会参加や生活の質の向上に努めます。 

 

敬老祝金の推移           （単位：人、千円）

年  度 対象者 支給総額 

平成２０年度実績 ２９２ ３，８３０

平成２１年度見込 ３０３ ３，９９０

平成２２年度予算 ３１０ ４，２１０



 
 
 

母子福祉金（継続）                         １７５万９千円 

【担当：生活部 福祉課】 

母子家庭を対象に母子福祉金を支給することにより、経済的負担の軽減を図り、母子福

祉の向上に努めます。 

 

認定こども園補助事業（新規）                  ２，４９５万７千円 

【担当：生活部 福祉課】 

  町内私立幼稚園で２歳児を対象とした認定こども園の開始に伴い、運営費を助成すると

ともに、平成２３年度には同園で０歳から２歳児を保育できるように施設改修が計画され

ていることから、その改修費用についても助成し、保育所待機児童の解消に努めます。 

 

子育て支援対策事業（拡充）                     １，７０１万円 

【担当：生活部 福祉課】 

安心して子育てができる安全な環境づくりを目指して、子育て支援センターを核とした

相談、情報提供、広場事業等総合的な子育て支援のより一層の充実を図るため、子育て支

援アドバイザーを配置し、巡回相談を実施するとともに、子育て経験者によるボランティ

アの育成などを行います。また、地域における子育て支援のネットワーク化や子育てグル

ープの活動に対しても支援や助成を行います。 

また、保護者の疾病等により一時的に養育が困難となった場合などに、児童擁護施設等

において一時的に養育できる子育て家庭ショートステイ事業を実施します。 

 

乳幼児等医療費助成事業（拡充）                 ７，８８７万９千円 

【担当：生活部 福祉課】 

これまでの所得制限の廃止や外来では小学校就学前まで、入院では小学校修了まで一部

負担金の無料化に加え、本年度からは中学校修了までの入院について所得制限なし、一部

負担金の無料化を拡大して実施します。 

 

子ども手当等給付（拡充）                    ７億８１４万２千円 

【担当：生活部 福祉課】 

  これまでの児童手当を含めた形で、中学校修了までの子どもを対象に、１人につき月額

１万３千円を支給します。 

 

私立保育所の運営負担と認可外保育所助成事業等（継続）    １億２，３１３万３千円 

【担当：生活部 福祉課】 

私立保育所「星児園七夕」での保育の実施が円滑に行えるように、運営費の負担と特別

保育事業（一時保育、延長保育促進事業、地域子育て支援拠点事業など）に対する補助を

行い、子育て支援の一層の推進に努めます。 



 
 
 

また、近年増加しつつある認可保育所待機児童の解消を図る施策として、町内の待機児

童が認可外保育所に入所した場合、認可保育所との保育料差額分の一部助成やその認可外

保育所事業運営への補助を引き続き行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域健康づくり組織支援事業（継続）                 １４０万３千円 

【担当：生活部 健康課】 

住民自らが健康づくりに取り組む意欲の増進を図るため、行政だけでなく専門家による

適切かつ正しい健康づくり情報を研修を通じて伝えることにより健康づくり支援員を育成

し、同支援員が地域に根ざした実践活動を行うことにより地域ぐるみで健康づくりを進め

ます。 

 

健康診査・検診事業等（継続）                １億３，３６０万８千円 

【担当：生活部 健康課】 

平成２０年度から医療保険者は、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、被保険

者及び被扶養者に対し、糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査を実施するとともに、そ

の結果により健康の保持に努める必要がある者に対して保健指導を行うことが義務づけら

れました。これにより引き続き特定健診、特定保健指導を実施し、生活習慣病の予防・改

善に努めます。 

また、特定の年齢層の女性に対して、子宮頸がん及び乳がん検診の無料クーポン券を送

付し、受診促進とがんの早期発見、正しい健康意識の普及・啓発に努めます。 

成人歯科検診については、“生涯自分の歯で食べられること”を目的として、３０歳か

ら６０歳までの５歳刻みで節目の人を対象に医療機関での歯科検診を実施します。 

 

いながわ健康・医療相談ほっとライン２４（継続）           ２２７万８千円 

【担当：生活部 健康課】 

２４時間体制で病気やケガなど医療に関する住民の不安や疑問に、医師・看護師・保健

師が電話で答える「健康・医療相談」を専門機関に委託して引き続き実施します。年中無

休、相談料・通話料無料で町民であればどなたでも利用できます。 

 

各保育所の入所児童数                        （単位：人）

    ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

私立保育所 

星児園七夕 

８ 

（０） 

２０ 

（０）

１４ 

（２）

２３ 

（３）

２６ 

（０） 

２１ 

（４） 

１１２ 

（９） 

町立保育所 

猪名川保育園 
６ １２ １８ ２６ ２５ ２５ １１２ 

計 
１４ 

（０） 

３２ 

（０）

３２ 

（２）

４９ 

（３）

５１ 

（０） 

４６ 

（４） 

２２４ 

（９） 

＊（ ）内は町外園児数、（平成２２年 1 月現在） 

 



 
 
 

妊婦健康診査費助成事業（継続）                   １，９６０万円 

【担当：生活部 健康課】 

妊婦が健診費用を心配せず、必要な回数の妊婦健診を受けられるように、引き続き助成

を行います。 

 

放課後児童対策事業（継続）                   ３，４０１万８千円 

【担当：教育委員会 学校教育課】 

原則として、小学校低学年に在籍する児童

で、保護者の就労などにより昼間家庭で保育

を受けられない児童に対して、町内のすべて

の小学校で留守家庭児童育成室を開設し、児

童の健全育成を図ります。 

 放課後から午後６時までの開室を基本に、

育成室を利用する保護者の申請により、特 

別延長も実施します。 

 

利用児童数の推移 

年  度 児童数（人） 

平成２０年度実績 １７０

平成２１年度見込 １６０

平成２２年度予算 １６０

 



 
 
 

こころ豊かな教育・文化のまち 猪名川 

～教育・文化～  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大野山管理運営事業（継続）                     ９４６万７千円 

【担当：建設部 農林商工課】 

大野アルプスランドについては、指定管理者（柏原生産森林組合）や天文台運営委員会

と連携し、さらなる集客に努めます。 

本町の貴重な観光スポットとして、これまで以上に観光客に喜んでいただける施設とな

るよう、あじさいまつりや星まつり、観望会などのイベントも積極的に実施します。 

 

小児生活習慣病予防対策事業（新規）                  ６５万８千円 

【担当：教育委員会 学校教育課】 

  小学校４年生と中学校２年生を対象に生活習慣に関するアンケート調査を実施し、学校、

家庭、地域、医療機関等と連携しながら早い時期からの効果的な生活習慣病の予防対策が

行えるよう努めます。 

 

教育研究所事業（継続）                     １，１８０万１千円 

【担当：教育委員会 学校教育課】 

教育研究所で、教職員の指導力の向上に向けた研修の充実を図るとともに、不登校児童

生徒の学校復帰を支援するための適応教室「ＳＴＥＰいながわ」と、いじめ問題への対応

や保護者の子育てを支援する教育相談事業の一層の充実を図ります。また、不登校対策や

問題を抱える児童生徒の自立を支援する拠点として、学校や関係機関と連携してさらなる

機能強化に努めます。 

 

 

 

 

住民が生涯を通じて学ぶことのできる環境を整えるとともに、子どもたち 

が豊かな自然環境や独自の歴史・文化のもとで、思いやりの心や豊かな人間 

性、自ら考え自ら学ぶ力を育てるまちづくりに取り組みます。 

だれもがいつでも、気軽に学ぶことができるよう、情報を提供し、機会や 

場を設け、人材を育てるなど環境整備を進め、文化・歴史の保存と活用によ 

り、「ふるさと猪名川」を次世代へ継承しながら、住民の創意工夫による新 

たな文化の創造をめざします。 



 
 
 

情報教育の充実（小・中学校）（拡充）               ４,６６１万６千円 

【担当：教育委員会 学校教育課】 

  わかりやすい授業の実現、子どもたちの情報活用能力の育成を図るため、授業において 

 ＩＣＴ（情報コミュニケーション技術）を効果的に活用できるように、小・中学校パソコ   

 ン教室の情報機器、教師用パソコン及び各学校と教育委員会を結ぶ学校ＬＡＮの維持・保   

 守を行います。 

 

わくわくスクールプラン推進事業（継続）               ２９５万２千円 

【担当：教育委員会 学校教育課】 

「確かな学力の向上」「心の教育の充実」及び「たくましい体力づくり」を目指して、中

学校区ごとに就学前教育から中学校までの子どもたちや教職員の交流・連携を一層促進し、

カリキュラムの編成や指導方法の工夫改善に関する研究を中心とした強固な連携と緩やか

な一貫性のある教育を推進します。 

 

特別支援教育の推進（継続）                    １，０７１万２千円 

【担当：教育委員会 学校教育課】 

通常の学級に在籍する発達障がい児も含めて、障がいのある幼児、児童、生徒への適切

な教育的支援を行うため、発達障害相談や幼稚園、小・中学校への巡回相談を実施します。

ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）等により行動面で課題のある児童・生徒が在籍する小・

中学校の通常学級にスクールアシスタントを配置するとともに、兵庫教育大学大学院生に

よる学校支援を行い、学校園における特別支援教育の質の向上を図ります。また、フォー

ラムを開催するなどして、地域住民の特別支援教育への理解啓発を進めます。 

 

学習到達度調査事業（拡充）                       ７９万１千円 

【担当：教育委員会 学校教育課】 

町内の中学２年生と小学５年生を対象に学習到達度及び生活意識調査を全国調査に加え

て実施し、分析結果をもとに学習及び生活指導上の課題を明確にすることにより、指導方

法の工夫改善を図り生徒の学力の向上に努めます。 

 

学校図書館への学校図書館司書配置事業（拡充）         １，５１２万円３千円 

【担当：教育委員会 学校教育課】 

小・中学校で図書館教育の専門的な取り組みを推進するため、県の配置対象とならない

１２学級未満の学校についても町単独で学校図書館司書を配置することにより、読書指導

の充実に加え、各教科、領域における図書館資料の活用を通して、自ら学び自ら考える学

習を支援する学校図書館としての機能充実に努めます。 

                                           

 



 
 
 

学校施設整備事業（小・中学校）（継続）              ４,２７９万８千円 

【担当：教育委員会 学校教育課】 

児童・生徒の学習環境の充実と改善、安全な施設管理を図るため、学校営繕工事を継続

的に実施します。 

 

私立幼稚園就園奨励事業（継続）                 ２，７５８万１千円 

【担当：教育委員会 学校教育課】 

就学前幼児の幼稚園教育の振興を図るため、３歳児から５歳児までの私立幼稚園に通園

する園児を対象に助成します。 

  助成園児数の推移 

園   児   数（人） 
年   度 

３ 歳 児 ４ 歳 児 ５ 歳 児 

平成２０度実績 ９３ １３２ １１９ 

平成２１度見込 １１８ １４４ １４０ 

平成２２度見込 １２０ １２８ １４４ 

 

学校支援地域本部事業（継続）                    ２４２万２千円 

【担当：教育委員会 生涯学習課】 

地域の教育力を高め、町立幼稚園･小･中学校の教育活動などを地域全体でサポートする

ため、保護者や地域住民の中から専門的な知識・技能を有する個人や団体を募り、ボラン

ティア人材バンクを整備し、派遣を行い、学校と地域との連携体制の構築を進めます。 

 

文化財保護の推進（継続）                      ５８４万４千円 

【担当：教育委員会 生涯学習課】 

多田銀銅山遺跡の詳細分布調査を引き続き実施するとともに、これまでの調査結果をま

とめた報告書を刊行します。併せて、その利活用について地元自治会、土地所有者、関係

機関との意見交換、協議を進めます。また、町内の貴重な文化財の保護、保存に努めます。 

 

文化体育館施設整備事業（継続）                   ２，２９５万円 

【担当：教育委員会 生涯学習課】 

平成３年の開館以来１８年が経過し、経年劣化による老朽化に伴い、非常放送設備、監

視カメラ設備、エアコン設備工事等を行います。 

 

学校施設開放事業（継続）                      ４７８万３千円 

【担当：教育委員会 生涯学習課】 

休日等における小・中学校のグラウンド、体育館及び夏休み期間中、指定する小学校の

プールを一般に開放し、住民のさらなる利用促進と家庭や地域コミュニケーションの醸成

を図ります。 



 
 
 

活力とにぎわいのあるまち 猪名川 

          ～都市・産業・観光～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共交通の充実（公共施設循環バス運行事業など）（継続）      ３，７４９万８千円 

【担当：総務部 企画財政課】                   

公共施設循環バス（ふれあいバス）について、車両の更新時期を迎えることから、住民

ニーズを的確に把握し、運行路線等も含めた全体見直しを検討するとともに、市立川西病

院へのバスの試験運行等を実施します。 

また、路線バス、電鉄会社と連携し、全ての住民にとって利用しやすい公共交通の充実

に努め、ノンステップバス導入補助を行います。 

 

農業生産振興対策事業(新規)                                    ２５万円 

【担当：建設部 農林商工課】 

  有害鳥獣による被害の増加に対応し、今後に向けた駆除対策や防除対策そして景観向上

にもつながる緩衝帯設置モデル事業を実施します。 

 

産地形成振興対策事業（拡充）                    ５０１万５千円 

【担当：建設部 農林商工課】 

地場産農産物の安定供給に必要な農家への営農・技術指導について、これまでにも増し

てＪＡ兵庫六甲・阪神農業改良普及センターなどとの連携を図る一方、農産物の周年出荷

体制を確立させるため、パイプハウスの設置に対する支援や“そば”の特産ブランド化等

に向けた取り組みを引き続き進めます。 

 

中山間地域の保全施策（拡充）                     ９２７万３千円 

【担当：建設部 農林商工課】 

農地が急傾斜地など一定の生産条件不利地にある地域（柏原・西畑・槻並・原）に対し

て、引き続き制度が拡充した第３期の中山間地域等直接支払制度により農地の保全と活用

に努めます。 

暮らしと経済をささえる都市基盤の充実と多様な産業の発展を推進し、活 

力とにぎわいのあるまちづくりに取り組みます。 

地域資源を活かした産業振興を図るため、農林業・商業・観光産業などの 

有機的な連携により「いながわブランド」の創出をめざすとともに、それら 

を町内外へ発信することにより、暮らす人、訪れる人にとって魅力あるまち 

づくりをめざします。 



 
 
 

新山村振興特別対策事業（継続）                 １，１３８万１千円 

【担当：建設部 農林商工課】 

野生鳥獣による農作物被害の著しい地域において、有害鳥獣被害防止柵（電気柵）を設

置し、農作物被害の防止に努めることにより、農家の営農意欲の向上を図り、遊休農地の

解消など農地の適正な維持保全に努めます。 

 

農地・水・環境保全向上対策事業（継続）                １２６万６千円 

【担当：建設部 農林商工課】 

農業従事者の減少、高齢化、耕作放棄地の増大等、農業・農村が危機的状況にあること

から、地域ぐるみ又は農業者ぐるみ等多数の人々により地域資源の適切な管理活動を行い、

自然環境の保全、良好な景観形成等農地のもつ多面的機能の維持・発揮へつなげる事業を 

継続実施します。 

 

高生産性農業集積促進事業(新規)                                       ９２６万円 

【担当：建設部 農林商工課】 

  地域における営農共同活動の発展に向け、営農組織に対して促進費を交付することによ

り、町内農業集落の営農組織モデルとなるよう育成支援に努めます。 

 

松くい虫防除事業（継続）                      ２４１万５千円 

【担当：建設部 農林商工課】 

松枯れ被害の抑制と山林の景観及び水源涵養機能の保持を目的として、引き続き松くい 

虫防除事業（立木伐倒など）を北部地域の被害地を対象に実施します。 

 

緊急雇用創出事業費（継続）                   ２，７９１万２千円 

【担当：建設部 農林商工課】 

  経済の低迷による雇用不安の社会経済情勢を勘案し、町内での雇用の創出を図るため、

国の基金事業を活用し、平成２１年度から２３年度までの３年間で１３事業（うち、平成

２２年度は９事業）を計画し、雇用情勢の改善に努めます。 

【特産品創出事業】本町を強く印象付ける特産品の創出をめざし、１００％地場産食材によ

る「しし肉はるさめ」の安定供給に向けた流通の確保の調査・研究や、「いなぼう焼き」を

はじめとした新たな特産品の開発による産業・観光の振興を図ります。 

【大野山観光資源整備事業】本町の貴重な観光資源である大野アルプスランドにおいて、深

刻化する松枯れ被害などからの景観再生をめざし、松やつつじ、もみじなどの植栽による

観光名所としての景観形成を図ります。 

【不法投棄防止対策事業】年々増加傾向にある不法投棄防止対策として、定期的な巡回パト

ロールや不法投棄物の撤去・分別・処分などを行い、良好な生活環境の保全を図ります。 

 



 
 
 

観光高揚事業（拡充）                        ３３２万４千円 

【担当：建設部 農林商工課】 

本町の歴史・文化・自然を内外に広く啓発する 

ための施設、多田銀銅山悠久の館や歴史街道など 

を基点として活動している観光ボランティアガイ 

ドのさらなる充実を図るべく活動を進めるととも 

に、情報発信の拠点施設である道の駅いながわと 

の連携による観光情報の発信に努めます。 

また、県や近隣市町との連携、さらには鉄道、    

バス事業者等との連携強化により、本町の貴重な    

自然、歴史を四季を通じて満喫してもらえるハイ 

キング等の実施や誘致にも力を入れ、観光誘客に 

努めます。 

   

自然歩道管理事業（継続）                       ３０９万２千円 

【担当：建設部 農林商工課】 

身近な自然や多田銀銅山跡などの歴史とふれあえる近畿自然歩道を安全に通行できるよ

う管理するとともに、万善・銀山・下阿古谷の公衆トイレを含めた適切な維持管理に努め

ます。 

 

道路拡幅工事（継続）                        ９３５万５千円 

【担当：建設部 建設課】 

道路交通の円滑化、住民生活の安全性の確保、人にやさしい道路づくりを目指して、生

活道路などの道路施設の整備に取り組みます。 

事 業 費：町道鎌倉１号線道路拡幅事業 

工事請負費：６２６万４千円 

 

橋りょう維持補修事業（新規）                      ２４０万円 

【担当：建設部 建設課】 

町が管理する橋りょうの点検調査結果に基づき、橋りょう施設の長寿命化修繕計画を策

定し、今後の適切な維持修繕に努めます。 

 

特別指定区域制度の活用（新規）                   ２５３万９千円 

【担当：建設部 都市整備課】 

市街化調整区域においては、建築制限により居住者が減少し活力が失われつつあること

から、必要な開発行為が可能となる特別指定区域の指定を受けるために、大島小学校区を

モデル地区として住民の総意による将来の土地利用計画を策定します。 

 
ガイドの案内による銀山散策 



 
 
 

人びとと行政がともに歩むまち 猪名川町 

～行政運営～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子地図情報整備事業（新規）                    ２２３万９千円 

【担当：総務部 企画財政課】 

 ＡＳＰ（Application Service Provider アプリケーションサービスプロバイダ）サー

ビスにより電子地図をホームページで公開し、地図上で公共施設や観光、イベント、安全・

安心に関する情報など、各種行政情報を分野ごとに整理した電子地図情報を整備し、住民

や来町者に対してよりわかりやすく情報発信します。 

  また誰でも自由に電子地図を編集操作できるようにすることで、地域のコミュニティ形

成や多種多様な住民活動支援につなげます。 

 

コンビニ収納の開始（新規）                      １３７万９千円 

【担当：生活部 税務課】 

  町税等が納めやすい環境整備を図るため、１件３０万円以下の町税及び保険料について、

コンビニエンスストアにおける収納取扱を開始します。 

 

地方税電子化推進事業（新規） 

【担当：生活部 税務課】                      ８３３万９千円 

国における「電子政府実現」のための重要な柱の一つとして、地方公共団体の相互協力

を基本理念とした地方税の電子化「ｅＬ－ＴＡＸ」（エルタックス）に対応する体制を整備

するとともに、国税電子申告システム「ｅ－Ｔａｘ」（イータックス）とのデータ連携を行

うことにより、納税者の利便性の向上に努めます。 

 

 

 

 

行財政改革などによる効率的な行政運営と中長期的な視点の行政経営に取 

り組むとともに、行政情報の提供と情報公開を充実させ、住民とのパートナ 

ーシップをさらに高めるためのまちづくりに取り組みます。 

地域の特性を活かした政策立案や住民とともに課題解決に取り組むため、 

町職員の意識改革を図り、政策形成能力や企画調整能力などの資質向上、住 

民ニーズに対応できる人材の育成に努めます。 



 
 
 

町税の休日収納・相談窓口の開設（継続）                １１万４千円 

【担当：生活部 税務課】 

平日、仕事などの都合により、金融機関・役場窓口などに出向いて納税・相談すること

が困難な人にその機会拡大を図るため、隔月の最終日曜日を基本として、日生公民館にお

いて税の収納及び納税相談のための窓口を引き続き開設します。 

 

地籍調査事業（継続）                        １，６０６万円 

【担当：建設部 都市整備課】 

正確な土地の測量を実施することにより、土地の正しい位置、形、地番及び地積を明ら

かにし、個人の土地取引から公的機関による事業の円滑な推進など総合的な土地政策を推

進する基礎データを作成するために地籍調査を実施しています。平成２２年度は、銀山・

猪名川荘苑地区などの地籍調査を実施し早期完了を目指します。 

 


