
平成２７年度当初予算（一般会計）における主要事業概要 

 

 第五次町総合計画の基本構想・後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２７年度の主な事業概要は、次のとおりです。 

 なお、参考までに平成２６年度予算に措置された事業で、平成２７年度に繰り越して

実施する事業を、     に掲載しています。 

                             

       笑顔あふれるふれあいのまち 猪名川 ～地域・生活～ 

 【新規】(仮称）六瀬総合センター整備事業         ２億２，９８１万４千円 

 【拡充】コミュニティ推進事業                ２，３４８万２千円 

【継続】防災対策事業                         ９３２万円 

【継続】消防施設整備事業                   ６，４０５万４千円 

【継続】防犯対策事業                    ３，２１５万４千円 

 

 

こころ安らぐ自然に育まれたまち 猪名川 ～環境・景観～ 

【継続】希少水生生物等保全事業                 １９８万８千円 

【新規】環境基本計画（第４次）策定               １１７万２千円 

【継続】公共施設照明設備ＬＥＤ化推進事業             ４０２万１千円 

【拡充】塵芥処理事業                  １億１，３１０万８千円 

【拡充】火葬場運営・施設整備事業              ５，４２４万６千円 

 

 

いきいきと暮らせる健康長寿のまち 猪名川 ～健康・福祉～ 

【拡充】子育て支援対策事業                 １，２５２万８千円 

【新規】子ども・子育て支援新制度による施設型給付等事業 ２億７，１８１万９千円 

【拡充】放課後児童対策事業                  ７，９４４万２千円 

【継続】多子誕生祝金事業                       ２８０万円 

【新規】移動式赤ちゃんの駅・キッズコーナー設置事業        ９１万８千円 

【継続】障害者（児）療育支援事業                 ８４９万１千円 

【新規】阪神地域二次救急システムの運用              ３９万３千円 

【拡充】健康診査・検診事業等                １億７７８万９千円 

【拡充】妊婦健康診査費助成事業               １，６４６万４千円 

 

 

 



 

こころ豊かな教育・文化のまち 猪名川 ～教育・文化～ 

【新規】学校ＩＣＴ環境整備事業               ３，１４４万６千円 

【継続】学習サポーター派遣事業                     ５４万円 

【拡充】学校図書館司書・支援員配置事業           １，１２１万８千円 

【拡充】いじめ対策事業                     ４３４万２千円 

 【新規】小学校屋内運動場非構造部材耐震化事業          ６，７５６万円 

【新規】屋内温水プール整備事業               １，３３９万２千円 

【新規】スポーツセンター整備事業費                 ９４４万円 

【新規】多田銀銅山文化財保存活用事業                ４７９万円 

 

 

活力とにぎわいのあるまち 猪名川 ～都市・産業・観光～ 

【継続】道路拡幅事業                     ８,２５２万３千円 

【継続】公共交通対策事業                  ２，７５９万６千円 

【継続】市街化調整区域の活性化方策検討             ７０４万３千円 

【新規】耐震改修促進事業                       １５０万円 

【拡充】中山間地域等直接支払事業               １，０３８万５千円 

【拡充】多面的機能支払事業                    ８７６万１千円 

【新規】有害鳥獣対策推進事業                  ３７６万７千円 

【継続】農業用施設改良事業                  １，９５９万１千円 

 【拡充】道の駅いながわ整備事業               １，２３９万７千円 

【拡充】観光高揚事業                       ２５６万５千円 

 

 

人びとと行政がともに歩むまち 猪名川 ～行政運営～ 

【新規】町制施行６０周年記念事業                ８２５万８千円 

【新規】公共施設等総合管理計画策定                 ５００万円  

【新規】事前登録型本人通知制度の導入               ６６万９千円 

【新規】社会保障・税番号制度への対応            ４，４３８万８千円 

【新規】社会保障・税番号制度個人番号カード交付         １，６８７万円 

【拡充】清流猪名川ふるさと応援寄付金事業             ３２０万４千円 

 

                       

次ページからは猪名川町の主要事業の概要を記

載しています。 



笑顔あふれるふれあいのまち 猪名川 

～地域・生活～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(仮称）六瀬総合センター整備事業（新規）           ２億２，９８１万４千円 

【担当：企画総務部 総務課・生活部 福祉課】 

六瀬コミュニティセンターを解体撤去した後に、新たな施設として「（仮称）六瀬総合セ

ンター」を建設いたします。この施設は防災拠点施設として防災資機材の備蓄及び災害発

生時における避難所機能を有するとともに、人権啓発拠点施設、地域コミュニティ施設、

行政施設（役場出張所）などの機能を有する複合施設として整備を行います。 

 

      

                       （（仮称）六瀬総合センター完成予想図） 

 

人権平和事業（継続）                        ５０９万７千円 

【担当：生活部 福祉課】 

 人権教育・啓発の推進については、「人権推進基本計画」に基づき、一人ひとりの個性が

尊重され、お互いの違いを認め合い、ともに支え合う共生社会の実現のため、「人権を考え  

る町民のつどい」や「人権教育セミナー」などを開催し、すべての人々の人権が尊重され

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。 

 



る人権文化に満ちたまちづくりをめざします。さらに、住民の人権に対する意識の変化や

動向、具体的な施策のニーズを把握し、新たな人権推進基本計画策定に向けた基礎資料と

するため住民意識調査を実施します。 

  また、恒久平和を願い、核兵器の廃絶と核実験の中止を訴えるとともに、戦没者追悼式、

平和講演会や平和パネル展などを行います。 

 

コミュニティ推進事業（拡充）                  ２，３４８万２千円 

【担当：地域振興部 参画協働課】 

地域コミュニティの推進を図り、地域の特性を活かした住民主体のまちづくりを推進す

るため、“まちづくり協議会”が実施する補助対象事業の拡大を行い、活動を支援します。 

また、地域課題の解決に向け、引き続き住民を対象とした研修を実施することにより、

地域リーダーを養成し、地域の特性を活かした、住民が主体の特色あるまちづくりの実現

に努めます。 

 

防災対策事業（継続）                          ９３２万円 

【担当：企画総務部 総務課】 

防災対策については、平成２６年度に整備した、防災情報システムにより、浸水の可能

性が高い地域に設置した、監視モニターで河川を監視し、増水時には地域住民へ防災情報

の発信や、併せて整備した移動系無線により災害時の職員や消防団の通信手段として活用

いたします。また、引き続き携帯電話への緊急速報メールやいなぼうネットでの防災情報

の発信をするなど災害時におけるより多くの情報伝達手段の確保に努めます。 

 

救急活動・啓発事業（継続）                    ５０８万円８千円 

【担当：消防本部】 

１人でも多くの命を救うため、住民の方に心肺蘇生法とＡＥＤの取扱いを学んでいただ

く救命講習会を行うとともに、低年齢層である小学校高学年を対象とした短時間の講習会

「救命入門コース」などを実施し、幅広い年齢層を対象に応急手当の普及啓発を推進しま

す。救急アドバイザー事業については、引き続き自治会や子育てグループなどを対象とし

た出前講座において、応急手当の実施方法や救急に関する知識等の普及啓発活動を行いま

す。 

救急救命士の行う救命処置について、項目が拡大されたことに伴い、職員の技術向上を

図るとともに資機材の整備を行い、救命率の向上に努めていきます。 

 

消防施設整備事業（継続）                    ６，４０５万４千円                

【担当：消防本部】 

複雑多様化する災害事象等に対応するため、消防ポンプ自動車を更新するとともに、資

材等を運ぶ搬送車を購入し機動力の強化を図ります。また、老朽化した消防団の小型動力

ポンプ付積載車を更新し、出動に備え万全を期します。 



         

                    （消防団の小型動力ポンプ付積載車） 

 

自主防災組織育成事業（継続）                    １４４万６千円 

【担当：消防本部】 

  地域住民の防災意識の高揚と自主防災組織の体制強化を図るため、引き続き各自主防災

組織における訓練を推進します。また、老朽化が進んでいる消防用ホース格納箱等の更新

に対する助成を行い、地域における災害対応能力の強化に努めます。 

 

防犯対策事業（継続）                      ３，２１５万４千円 

【担当：地域振興部 参画協働課】 

悪質・巧妙・低年齢化傾向にある街頭犯罪の防止を目的として、防犯カメラ設置に対し

支援を行い、犯罪の起きにくい環境づくりを行います。 

また、夜間犯罪の防止と経費節減及び地球環境に配慮するため、防犯灯の LED 化を行い、

安全で安心して暮らせるまちづくりに向け、防犯灯の適正な維持管理に努めます。さらに、

地域防犯活動団体との連携を強化し、青色回転灯装備車によるパトロールの充実に努めま

す。 

 

交通安全対策事業（継続）                      ６０９万２千円 

【担当：地域振興部 参画協働課】 

川西警察署管内で死亡事故数が増加しているため、交通事故撲滅に向け、川西警察署、

川西交通安全協会、町交通安全推進協議会の協力のもと、街頭啓発や小・中学校での自転

車の安全運転教室、幼児交通安全教室などを実施します。また、高齢者ドライバーによる

事故が増加していることから、町内の自動車教習所において、高齢ドライバーを対象とし

たシルバー安全運転講習会を積極的に実施するとともに、高齢者が多く集う敬老会や老人

会の行事等開催時に啓発を行います。 

 

 

 



児童生徒安全対策事業（継続）                      １５６万円 

【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、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ます。各学校では教職員を対

象とした防犯訓練の実施、小･中学校の児童生徒全員に対する防犯ブザーの貸与及び子ども

自身の防犯スキルの向上を図るため、小学校での「ＣＡＰ講習会（子どもへの暴力防止を

考える講習会）」を実施します。 

 

消費者対策事業（継続）                       ２５６万９千円 

【担当：地域振興部 参画協働課】 

複雑化、高度化する多種多様な消費者トラブルに的確に対応するため、関係機関との連

携を強化し、住民に身近で相談しやすい体制づくりに努め、きめ細やかな相談支援を行い

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

えた出前講座などの更なる充実を図ります。 

 

国際交流事業（継続）                        ２５４万９千円 

【担当：地域振興部 参画協働課】 

バララット市との姉妹都市交流を深めるとともに、多面的分野にわたる国際交流の推進

を図り、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

ついて支援します。 

 

 



こころ安らぐ自然に育まれたまち 猪名川 

～環境・景観～ 

 

 

 

 

 

 

 

希少水生生物等保全事業（継続）                   １９８万８千円 

【担当：地域振興部 産業観光課】     

  環境交流館を利活用し、町内に生息する希少水生生物を中心とした環境情報を発信する

とともに、環境学習の場の提供を行います。また、環境交流館の管理運営について、今年

度より指定管理者制度を導入し、施設運営面でのサービス向上、利用者の利便性の向上を

目指します。 

 

環境基本計画（第４次）策定（新規）                 １１７万２千円 

【担当：地域振興部 産業観光課】 

「人と自然が共に生きるまち・猪名川」を推進する計画として、平成２３年度に策定し

た環境基本計画（第３次）が最終年度となるため、実施状況等を精査し、次期計画を策定

します。 

 

公共施設照明設備ＬＥＤ化推進事業（継続）              ４０２万１千円 

【担当：教育委員会 教育振興課】 

昨年度に引き続き図書館開架室及び公民館ギャラリーの照明設備について、ハロゲン照

明灯及び蛍光灯の照明器具をＬＥＤ化し、読書など利用環境の向上を図るとともに、節電

対策に取り組みます。 

 

水環境保全整備事業・環境保全事業（継続）               ７４万１千円 

【担当：地域振興部 産業観光課】              

雨水の流出抑制や有効利用を図ることを目的に、雨水貯留施設設置に対する助成を引き

続き実施します。また、保育園児・幼稚園児・小学生を対象とした猪名川に関する絵画展

については、環境保全啓発の観点から継続実施します。 

 

 

 

 

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。 

 



公園緑地の維持管理（継続）                   １億７２７万８千円 

【担当：まちづくり部 建設課】 

総合公園、地区公園、近隣公園等４６公園及び６６箇所の緑地の維持管理を行い、定期

的な安全点検により公園遊具による事故を未然に防止し、適切な管理に努めます。 

 

ごみ減量化等対策事業（継続）                    １，４０６万円 

【担当：地域振興部 産業観光課】 

再生資源集団回収奨励金制度を引き続き行うほか、公共事業等で排出される生木・生草

のリサイクルや住民参加、出店によるフリーマーケット等の場の提供を行います。 

また、ごみ減量化推進会議での提言や猪名川上流広域ごみ処理施設組合構成市町との協

議内容等を踏まえ、本町ごみ処理基本計画の見直しを行い、更なるごみ減量化対策を推進

します。 

 

塵芥処理事業（拡充）                    １億１，３１０万８千円 
【担当：地域振興部 産業観光課】 

ごみ収集業務について、大型ごみの有料収集など引き続き適正なごみ処理に向けた分別

収集を行うとともに、老朽化した塵芥収集車１台を更新し、ごみ収集業務の効率化を図っ

て行きます。 

 

火葬場運営・施設整備事業（拡充）                ５，４２４万６千円 
【担当：地域振興部 産業観光課】 

火葬場については、指定管理期間を５年間とし、引き続き指定管理者による管理運営を

行い、更なるサービス向上に努めます。また、施設の計画営繕のほか、周辺環境の整備と

ともに老朽化している霊柩車を更新し、利用環境の向上に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



いきいきと暮らせる健康長寿のまち 猪名川 

～健康・福祉～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援対策事業（拡充）                   １，２５２万８千円 

【担当：生活部 こども課】 

子育て相談の拠点となる子育て支援センターでは、安心して子育てができるように、総

合的に相談に応じる専門員を新たに配置するとともに、「つどいの広場」を月曜日から土曜

日まで開設し、子育て支援の充実を図ります。 

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。 

さらに、引き続き子育て支援センターで乳児に絵本をプレゼントし、絵本への親しみを

持っていただくとともに子育て支援センターの啓発や利用促進を図ります。 

 

      

                       （子育て支援センターつどいの広場） 

 

 

 

 

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。 

 



子ども・子育て支援新制度による施設型給付等事業（新規）   ２億７，１８１万９千円

【担当：生活部 こども課】 

平成２７年４月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートします。新制度では、乳

幼児期の教育・保育の総合的な提供や、待機児童対策の推進、地域での子育て支援の充実

を図ることになっています。町においても新制度による私立の認可保育所、認定こども園

（幼稚園部門も含む）へ共通の給付（施設型給付）を行います。 

また、特別保育事業（延長保育事業など）についても引き続き助成を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放課後児童対策事業（拡充）                   ７，９４４万２千円

【担当：生活部 こども課】 

原則、対象児童を従来の１年生から３年生までを１

年生から４年生までに拡充し、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、小学

校等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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用児童数の推移 

年  度 
児童数

（人） 

平成２５年度 １７０ 

平成２６年度 １７３ 

平成２７年度 １６４ 

 

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 

町立保育所 

猪名川保育園 

３ 

（０） 

１２ 

（０） 

１４ 

（０） 

２５ 

（１） 

１８ 

（０） 

２６ 

（２） 

９８ 

（３） 

私立保育所 

星児園七夕 

６ 

（０） 

１６ 

（１） 

１４ 

（１） 

３０ 

（０） 

２６ 

（３） 

１９ 

（０） 

１１１

（５） 

認定こども園 

ＹＭＣＡまつ

おだい保育園 

６ 

（４） 

１６ 

（１２） 

１３

（６） 

 

 
  

３５ 

（２２） 

認定こども園 

ＹＭＣＡしろ

がね保育園 

９ 

（３） 

２４ 

（７） 

２０ 

（６） 
   

５３ 

（１６） 

計 
２４ 

（７） 

６８ 

（２０） 

６１ 

（１３） 

５５ 

（１） 

４４ 

（３） 

４５ 

（２） 

２９７ 

（４６） 

＊（ ）内は町外児童数（平成２７年 1月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



児童手当給付事業（継続）                  ５億５，４６５万１千円 

【担当：生活部 こども課】 

  児童手当について、法令に基づき中学校修了までの子どもを対象に、下表のとおり支給

します。 

児童の年齢 児童手当の額（一人当たり月額） 

３歳未満 一律１５，０００円 

３歳以上 

 小学校修了前 

１０，０００円 

（第３子以降は１５，０００円） 

中学生 一律１０，０００円 

所得制限を上回る家

庭の子ども 
一律５，０００円 

 

乳幼児等医療費助成事業（継続）                 ６，７４６万８千円 

【担当：生活部 こども課】 

未就学児に対する外来一部負担金無料など、引き続き小学校３年生までの乳幼児等へ医

療費助成を実施します。 

 

こども医療費助成事業（継続）                  １，０３７万７千円 

【担当：生活部 こども課】 

入院一部負担金無料など、引き続き小学校４年生から中学校３年生までを対象とした医

療費助成を実施します。 

 

養育医療給付事業（継続）                      １００万３千円 

【担当：生活部 こども課】 

未熟児は疾病にかかりやすく、経済的・精神的・肉体的な負担が大きいことから、入院

中の医療費を助成します。また、未熟児の養育相談のため保健師等による訪問を行うこと

で、安心して出産できる環境を整え、子育てに対する負担の軽減に努めます。 

 

多子誕生祝金事業（継続）                        ２８０万円 

【担当：生活部 こども課】 

子どもの健やかな成長を願うとともに、急速な少子化傾向の抑制の一助となることを期

待して、第３子以降を出生されたご家庭に、出産祝い金として５万円と道の駅いながわの

商品券により、町内産のお米や野菜など２万円相当を贈り、次代を担う子どもの誕生をお

祝いします。 

 

 

 

 



子育て世帯臨時特例給付金支給事業（継続）            ２，３６８万９千円 

【担当：生活部 こども課】 

消費税率引上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特例的な給付措置として、

児童手当（特例給付を除く。）の受給者に係る児童手当の対象児童一人につき３千円を給付

します。 

 

移動式赤ちゃんの駅・キッズコーナー設置事業（拡充）          ９１万８千円 

【担当：生活部 こども課】 

子育て支援の取り組みの一環として乳幼児がいる保護者が安心して外出を楽しめるよう

取り組みを進める必要があり、特に、多くの人が集まる「桜まつり」「いながわまつり」等

のイベントにおいて、乳幼児がいる保護者が参加された場合、おむつ替えや授乳スペース

を確保するため、テント形式での「移動式赤ちゃんの駅」を設置し、子育てにやさしい町

の推進に努めることとします。 

また、文化体育館、スポーツセンター、（仮称）六瀬総合センターについては、キッズコ

ーナーを設置し、乳幼児がいる保護者が施設を利用されている時に、子どもが自由に遊べ

るスペースを設け、子育て環境の充実支援を図ります。 

 

        

                       （移動式赤ちゃんの駅イメージ写真） 

 

敬老祝金（継続）                          ６３０万４千円 

【担当：生活部 福祉課】 

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。 

敬老祝金の推移          （単位：人、万円） 

年  度 対象者 支給総額 

平成２５年度実績 ３６３ ４６９ 

平成２６年度見込 ３６６ ５２１ 

平成２７年度予算 ４３０ ６２４ 



緊急通報システム運営事業（継続）                         １９５万８千円 

【担当：生活部 福祉課】 

一人暮らし高齢者（６５歳以上）及び重度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。 

 

人生８０年いきいき住宅助成事業（継続）                 ７４６万円 

【担当：生活部 福祉課】 

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 

 ※障害状態によって対象とならない場合があります。 

増改築型 ・一般型及び特別型の対象者 

 

社会福祉協議会への補助（継続）                 ４，２８９万５千円 

【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機能強化を図るための支援を行います。 

 

障害者（児）相談支援事業（継続）                １，８３７万５千円 

【担当：生活部 福祉課】      

障がい者（児）やその保護者、関係機関など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、実習訓練のほか、障がい者雇用の啓発等を行うことに

より、一人でも多くの障がいのある人が就労の場や機会を得られるよう努めます。 

 

心身障害者（児）支援事業（継続）              ２億５，８５０万７千円 

【担当：生活部 福祉課】 

障害者総合支援法に基づく介護給付費等の支給を行い、生活介護や就労支援など日中活

動サービスの充実を図り、障がいのある人の自立と社会参加の促進など、生活支援に努め

ます。 

 



心身障害者（児）福祉金（継続）                １，５７０万円２千円 

【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。 

 

障害者（児）療育支援事業（継続）                  ８４９万１千円 

【担当：生活部 福祉課】 

  主に障がい児を対象とした療育訓練事業（理学療法・作業療法・言語聴覚療法）につい

て、ゆうあいセンターにて週４日実施し、早期療育支援体制の充実を図ります。 

 

訓練施設通園援助費（継続）                   １，６４１万４千円 

【担当：生活部 福祉課】 

  児童発達支援センター「川西さくら園」への通園送迎用ワゴン車の老朽化に伴い、マイ

クロバスへの更新を行います。 

 

いながわ健康・医療相談ほっとライン２４（継続）           ２３９万１千円 

【担当：生活部 住民保険課】 

年中無休、２４時間体制での病気やケガ、メンタルヘルスなどの医療に関する住民の不

安や疑問に、医師・看護師・保健師が相談料・電話通話料無料で対応する「いながわ健康・

医療相談ほっとライン２４」を専門機関に委託して引き続き実施するとともに、住民の更

なる利用促進のための啓発に努めます。 

 

阪神地域二次救急システムの運用（新規）                ３９万３千円 

【担当：生活部 住民保険課】 

救急搬送における受け入れ医療機関の選定を迅速かつ容易に行うため、阪神６市１町共

同により登録救急医療機関の情報がリアルタイムで提供される「むこネット二次救急シス

テム」を本格運用します。 

 

保健センター改修事業（継続）                    １，０５２万円 

【担当：生活部 住民保険課】 

保健センターの屋根が経年劣化により防水機能が低下しているため、大屋根部と玄関庇

部の防水改修工事等を行い適正な維持管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 



健康福祉まつり開催補助金（継続）                    ２００万円 

【担当：生活部 住民保険課】 

  住民の健康づくり意識の高揚と福祉施策や福祉関係団体の活動などの紹介、並びに各種

の情報提供を目的とし、社会福祉協議会との連携のもと、引き続き、健康福祉まつりを開

催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（健康福祉まつりの様子） 

 

地域健康づくり組織支援事業（継続）                    ３０万円 

【担当：生活部 住民保険課】 

住民自らによる健康づくりの推進リーダーである「健康づくり支援員」による地域に根

ざした実践活動をサポートし、各自治会やまちづくり協議会などにおいて取り組む地域ぐ

るみでの健康づくり推進活動の活性化に努めます。 

 

健康診査・検診事業等（拡充）                  １億７７８万９千円 

【担当：生活部 住民保険課】 

特定健診の対象を３０歳以上の国民健康保険被保険者に拡大し、若年層の生活習慣病の

予防・改善に努めます。 

さらに、健診受診後の特定保健指導の実施について、新たに民間事業者を活用し、柔軟

な対応で気軽に保健指導を受けることのできる環境づくりに努めます。 

また、各種がん検診等の受診率の向上とスクリーニング機能の充実を図るとともに、特

定の年齢層に対して、子宮頸がん及び乳がん・大腸がん検診の無料クーポン券を送付し、

受診促進とがん等の早期発見、健康意識の普及・啓発に努めます。 

 あわせて、人間ドックの受診に対する助成対象医療機関を拡大し、受診しやすい環境づ

くりに努めます。 

 

 

 



歯科保健事業（継続）                        ３０３万７千円 

【担当：生活部 住民保険課】 

“生涯自分の歯で食べられること”を目標に、３０歳から７０歳までの５歳刻みの節目

年齢の方を対象とした成人歯科検診と、歯と口腔の健康が妊娠期の母子に与える影響と乳

幼児期からの口腔衛生の必要性を認識してもらうための妊婦を対象者とした妊婦歯科検診

を引き続き実施するとともに、歯科相談を開設し、歯科保健の普及と推進に努めます。 

 

妊婦健康診査費助成事業（拡充）                 １，６４６万４千円 

【担当：生活部 住民保険課】 

妊婦の経済的負担の軽減を図るため、妊婦健診費用の助成金額を現行の７万円から１１

万２千円へと拡充し、子どもを産み育てやすい環境づくりに努めます。 

 

感染症対策事業（継続）                     ６，８２８万９千円 

【担当：生活部 住民保険課】 

疾病の発生予防により住民の健康増進を図ることを目的に、ＭＲ、日本脳炎・四種混合

水痘、子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌ワクチン接種や高齢者インフルエンザ・高齢者

用肺炎球菌などの予防接種事業を引き続き実施します。 

また、感染症状の重篤化が懸念される基礎疾患を有する高齢者に対し、経済的負担の軽

減と感染予防のため、高齢身障者肺炎球菌ワクチン接種費用の一部を助成します。 

 

 

臨時福祉給付金支給事業（継続）                 ３，２２２万４千円 

【担当：生活部 福祉課】 

  低所得者に対し、消費税率引上げによる影響を緩和するため、簡素な給付措置を引き続

き行うこととし、町民税（均等割）が課税されていない人（課税者の扶養親族等を除く）

を対象に一人につき６千円を給付します。 

 



こころ豊かな教育・文化のまち 猪名川 

～教育・文化～  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私立幼稚園就園奨励事業（継続）                   ３３３万１千円 

【担当：生活部 こども課】 

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、保育料等の負担軽減を行います。 

平成２７年度からは、子ども・子育て支援新制度の実施により、私立幼稚園から認定こ

ども園になる私立幼稚園が多いため、対象園児数が大きく減少しています。 

  助成園児数の推移 

年   度 
園   児   数（人） 

３ 歳 児 ４ 歳 児 ５ 歳 児 

平成２５年度実績 １３２ １３９ １３７ 

平成２６年度見込 １１９ １２９ １３８ 

平成２７年度見込 １０ １０ ８ 

 

学習サポーター派遣事業（継続）                      ５４万円 

【担当：教育委員会 学校教育課】 

平成２６年４月に実施した「全国学力・学習状況調査」及び町教育委員会が実施してい

る「学習到達度調査」の結果を踏まえ、学力に課題のある児童生徒の割合が多い小・中学

校において「いなぼう学習タイム（放課後の補充学習における学習サポーター派遣事業）」

として地域の人材を派遣し、児童生徒の基礎学力の確実な定着や学習意欲の向上を図りま

す。 

 

学校図書館司書・支援員配置事業（拡充）             １，１２１万８千円 

【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組みを推進するため、県の配置対象とならない１

２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、各教科等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。 

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。 



また、中学校において図書館教育や読書活動の充実を図るため、専任の学校図書館司書

が配置されていない中学校へ、生徒が学校図書館を利用する時間帯を中心に「学校図書館

支援員」を派遣します。 

 

         

（小学校での読書指導の様子） 

 

わくわくスクールプラン２推進事業（継続）              ３５６万１千円 

【担当：教育委員会 学校教育課】 

猪名川町教育基本計画に基づき、「確かな学力」の向上、「豊かな心」及び「健やかな体」

の育成のため、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、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るや

かな一貫性のある教育を推進します。 

 

学習到達度調査事業（継続）                       ９９万６千円 

【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、児童生徒の学力の向上に努めます。 

 

小児生活習慣病予防対策事業（継続）                  ５６万２千円 

【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。 

 

 



特別支援教育の推進（継続）                     １，５４１万円 

【担当：教育委員会 学校教育課】 

障がいのある子どもたち一人ひとりのライフサイクルを見通し、教育的ニーズを把握し、

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

また、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・中学校に配置するスクールアシスタントについては、引き続き全小学校に配置す

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、公開講座を開催するなどして、地域住民や学校・園教職

員への特別支援教育に対する啓発を行います。 

 

いじめ対策事業（拡充）                       ４３４万２千円 

【担当：教育委員会 学校教育課】                          

  いじめ、不登校、児童生徒の問題行動等に適切に対応するため、「心の専門家」であるス

クールカウンセラーを引き続き未配置の小学校に派遣し、子どもたちや保護者の心の相談

を行います。また、教職員のカウンセリングマインドを高めることにより、教育相談体制

の充実に努めます。 

中学校においては、教育心理検査として個人・学級診断アンケートを年２回実施するこ

とにより、学級の現状分析を的確に把握し、分析結果をもとに、適切な教育相談や支援に

努めます。 

  また、幼児児童生徒の立場になって考え、学校・幼児児童生徒・保護者と関係機関を円

滑につなぐ役割を担うスクールソーシャルワーカーを更に拡充して学校・園に配置・派遣

します。 

 

教育支援センター事業（継続）                  １，６０４万７千円 

【担当：教育委員会 学校教育課】 

教育支援センターにおいては、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指導教室「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ため、カウンセラーによる教育相談の充

実を図ります。 

 

学校ＩＣＴ環境整備事業（新規）                 ３，１４４万６千円

【担当：教育委員会 学校教育課】       

各小・中学校において、わかりやすい授業を実現するため、授業において教員が普通教

室等ですぐに活用できるように、ＩＣＴ（情報通信技術）機器を配備します。 

小・中学校の普通教室に電子黒板機能付き大型ディスプレイ（テレビ、プロジェクター）、

実物投影機、指導用パソコンを整備します。各教科等の指導に日常的にＩＣＴを活用し、

児童生徒にとってわかりやすく学習意欲の高まる授業を実施するとともに、児童生徒が電

子黒板を活用して意見交換や発表をするなど、互いに高め合う学びを通じて、思考力・判

断力・表現力などの育成を図ります。また、効果的な活用のための研修・研究を推進し、



子どもたちが学ぶ楽しさや喜びを実感できる授業を実践します。 

また、各小・中学校の特別支援学級へは、タブレット端末を導入し、個々のニーズに合

わせて効果的に活用することにより、障害のある児童生徒に対する視覚的支援やコミュニ

ケーション支援の充実を図ります。 

 

小学校屋内運動場非構造部材耐震化事業（新規）            ６，７５６万円 

【担当：教育委員会 教育振興課】 

  東日本大震災の教訓に基づき、国の指針により学校体育館と柔剣道場の吊り天井や照明

器具などの非構造部材耐震化事業を行います。平成２７年度は白金小学校とつつじが丘小

学校の体育館改修工事を行います。 

 

学校支援地域本部事業（継続）                    ２０４万８千円 

【担当：教育委員会 学校教育課】 

地域全体で学校教育を支援するため、学校支援ボランティアの人材バンクを整備、活用

し学校と地域との連携体制を構築し、専門的な知識・技能を持った人材の参画により、学

習支援などの学校支援活動を展開します。 

 

猪名川町生涯学習カレッジ「リバグレス猪名川」（継続）            ９０万円 

【担当：教育委員会 教育振興課】 

豊かな人間性の形成や自己実現のための学習を支援するため、生活や地域に密着したテ

ーマ・現代的課題について、住民がより深く学べる機会の提供を目的として、リバグレス

猪名川を開講します。 

 

青少年健全育成事業（継続）                     ８０３万６千円 

【担当：地域振興部 参画協働課】              

青少年問題協議会を中心に、青少年の育成に関係する団体間の情報共有と連携強化に努

めるとともに、青少年指導員によるパトロールを実施し、問題行動の早期発見と未然防止

を推進します。また、子どもが事件、事故等に遭遇、または、その恐れがある場合の緊

急避難場所として、「こどもをまもる１１０番のおうち」の整備を行う等、有害環境の

浄化に努めます。 

さらに、青少年健全育成推進会議及び猪名川町子ども会連絡協議会等の青少年育成団体

に補助金を交付することにより、次代を担う青少年の健全育成に関する自主的な取り組み

を支援します。 

 

 

 

 

 

 



放課後子ども教室等運営事業（継続）                   ２７１万円 

【担当：生活部 こども課】 

放課後や夏休み期間を活用し、地域全体で学校や子どもたちの教育活動を支援する

「放課後子ども教室事業」及び地域の多様な経験や技能を持つ人材や団体等の協力に

より、土曜日に体系的、継続的なプログラムを実施する「土曜チャレンジ学習事業」

を実施し、子どもたちが健やかに育つ環境整備に努めます。 

     

                           （放課後子ども教室の様子） 

 

学校プール開放事業（継続）                     ６３０万６千円 

【担当：地域振興部 参画協働課】 

夏休みの一定期間中、小学校プールを開放し、児童を含めた地域住民の健康増進とコミ

ュニティ醸成の場として利活用を図ります。 

また、プール監視業務を警備会社に委託し、より安全な運営管理に努めます。 

 

屋内温水プール整備事業（新規）                 １，３３９万２千円 

【担当：地域振興部 参画協働課】 

  Ｂ＆Ｇ海洋センターは平成１３年度の開設から１３年が経過し、施設・付帯設備が年々

老朽化しています。設備の故障等によりサービスが停滞しないよう、実施設計委託により

中長期的修繕計画を立案し、計画的、効率的に今後の施設管理に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 



スポーツセンター整備事業（新規）                    ９４４万円 

【担当：地域振興部 参画協働課】 

  スポーツセンターは平成１０年度の開館から１６年が経過し、施設が老朽化する一方で

健康志向の高まりから利用者数は年々増加しています。長年の使用によりアリーナ等で床

面の剥離が生じていることから、フローリングの部分張替工事を行います。 

  また、スポーツグラウンドの管理棟は昭和５９年の開設以降大規模修繕は行っておらず、

老朽化に対する修繕、施設のバリアフリー化等が望まれています。このため平成２７年度

に実施設計委託を行い、今後の施設整備計画を立案します。 

 

多田銀銅山文化財保存活用事業（新規）                  ４７９万円 

【担当：教育委員会 教育振興課】 

多田銀銅山遺跡については、貴重な遺跡が残されていることが確認されていることから、

それらを保護するため、国史跡指定に向けた取り組みを進めるとともに、引き続き文化財

調査にも取り組みます。 

また、地域住民の参画と協働のもと、将来の保存や活用の計画の検討を進めるとともに、

調査に携わった学識経験者によるシンポジウムや講演会を開催し、遺跡の保存・保護に向

けた機運を高める機会とします。 

 

     
                 （南蛮吹之図 九州大学所蔵） 

 

 

 



活力とにぎわいのあるまち 猪名川 

          ～都市・産業・観光～ 

 

 

 

 

 

 

 

道路維持補修事業（継続）                      １億７万８千円 

【担当：まちづくり部 建設課】 

道路交通の円滑化と安全・安心の確保を目的として、道路施設の計画的な維持補修に努

めます。実施する主な事業は、道路照明灯修繕工事、町道舗装修繕計画に基づき、町道万

善槻並線、広根万善線ほかにおいて舗装の打ち替えなどを行います。 

 

都市計画道路原広根線新設改良事業（継続）          １億１,０７０万３千円 

【担当：まちづくり部 建設課】 

新名神高速道路の供用開始が平成２８年度に予定される中、町内交通体系を見直すとと

もに、都市計画決定済の原広根線について、パークタウン交差点までの延長約２８０m の

整備を進めます。 

 

道路拡幅事業（継続）                      ８,２５２万３千円 

【担当：まちづくり部 建設課】 

新名神高速道路事業の進捗に合わせて、広根橋の上部工の整備を進めます。また、町道

広根猪渕線、槻並２１号線の拡幅など地域の実情に応じて整備を進めます。 

 

橋りょう維持補修事業（継続）                  ３,０４１万７千円 

【担当：まちづくり部 建設課】 

橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、町が管理する橋りょうの計画的な維持補修に努め

ます。平成２７年度は緊急性の高い火出し橋、紫合橋側道橋、長田橋の補修工事を実施し

ます。 

 

公共交通対策事業（拡充）                    ２，７５９万６千円 

【担当：企画総務部 企画財政課】                   

町内循環バス（ふれあいバス）の運行については、住民の身近な移動手段として、より

一層の利用促進を図るとともに、利用状況等の把握に努めます。また、すべての人が利用

しやすい公共交通を目指し、民間バス事業者におけるノンステップバス導入に対する助成

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。 

 



を引き続き行います。 

 

市街化調整区域の活性化方策検討（継続）               ７０４万３千円 

【担当：まちづくり部 都市政策課】 

町南部地域の市街化調整区域の活性化については、主要幹線道路沿道の特性や周辺環境

と調和した土地利用の誘導を図ることとし、町土地利用計画の策定及び都市計画マスター

プランの一部見直しを行います。 

また、大規模町有地については、地域特性を活かし、産業拠点及び文教拠点として、企

業や教育施設の誘致ができるよう取り組みます。 

 

耐震改修促進事業（新規）                        １５０万円 

【担当：まちづくり部 都市政策課】 

  今後、発生が予想される南海トラフ巨大地震等による人的被害低減のため、「ひょうご

住まいの耐震化促進事業（兵庫県事業）」に町の上乗せ補助制度を導入し、町内の住宅の耐

震化を促進するとともに、災害に強い住宅づくりを目指します。 

 

産地形成振興対策事業（継続）                    ７７０万５千円 

【担当：地域振興部 産業観光課】 

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、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り、安全・安心な町内産の農産物の供給を図る

とともに、農産物の周年出荷を推進するため、パイプハウスの設置に対する支援を引き続

き行います。 

また、米の生産調整、遊休農地防止対策として、本町が推進する地域振興作物である“そ

ば”の栽培に対し支援を行います。 

 

中山間地域等直接支払事業（拡充）                １，０３８万５千円 

【担当：地域振興部 産業観光課】 

農地が急傾斜地など一定の生産条件不利地にある地域に対して、引き続き中山間地域等

直接支払制度により農地の保全と活用に努めます。また、新たに超急傾斜地加算が創設さ

れ、より傾斜度の大きい農地について、交付金を加算します。 

 

多面的機能支払事業（拡充）                     ８７６万１千円 

【担当：地域振興部 産業観光課】 

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農地や農道、水路などの地域資源

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。 

 

 



有害鳥獣対策推進事業（新規）                    ３７６万７千円 

【担当：地域振興部 産業観光課】 

有害鳥獣による農作物被害の増加により、農家の生産意欲の低下が深刻な問題になって

いることから、これまで兵庫県猟友会猪名川支部に委託していた駆除業務について、鳥

獣被害防止特措法の趣旨に基づき、町において鳥獣被害対策実施隊を創設し、任命した隊

員が駆除活動を行うとともに、駆除後の死骸の処理についても町が行うことにより、より

効果的な有害鳥獣の駆除を進めます。 

 

       

                              （駆除活動の様子） 

環境保全型農業直接支払事業（継続）                    ５８万円 

【担当：地域振興部 産業観光課】 

主作物栽培前に緑肥等により地力増進に取り組む地域に対し、引き続き環境保全型農業

直接支払交付金により、肥沃な農地の形成を支援します。 

 

農業用施設改良事業（継続）                   １，９５９万１千円 

【担当：地域振興部 産業観光課】 

安定的な農業経営や安全・安心な農村生活の実現のためには、効果的な防災・減災対策

を講じる必要があることから、現在予測されている大規模地震や想定を上回る豪雨による、

ため池の決壊、老朽化などによる機能低下が懸念されるため、ため池の耐震に向けた調査

設計と一斉点検を行うとともに老朽ため池の改修を行い、災害の未然防止に努めます。 

 

里山再生整備事業（継続）                      ６２９万４千円 

【担当：地域振興部 産業観光課】 

豊かな森林環境を里山として後世に残していくため、「里山再生基本構想」に基づき、引

き続きしいたけ原木伐採奨励助成事業や竹資源循環利用事業、植林事業に対する支援を行

い、森林を地域資源として再評価し、森林所有者が森林資源を伐採・搬出するとともに、

その木質資源の利用に向けた仕組みの構築に向け取り組みます。 



また、多くの人に里山再生の取り組みに参画していただくため、引き続き一般家庭及び

事業所におけるペレットストーブや薪ストーブ設置に対し支援を行います。 

 

道の駅いながわ整備事業（拡充）                 １，２３９万７千円 

【担当：地域振興部 産業観光課】 

 経年による道の駅いながわの施設の老朽化等に対応するため、そばの館の換気設備、空調

熱源機等の改修を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

大野山管理運営事業（継続）                   １，９３８万５千円 

【担当：地域振興部 産業観光課】 

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、新たに施設案内パンフレットを作成し啓発を行うなど更なる魅力ある施設運営

に努めます。また、天文台を落雷の被害から守るため、避雷針設置工事を行います。 

 

観光高揚事業（拡充）                        ２５６万５千円 

【担当：地域振興部 産業観光課】 

本町の歴史・文化・自然を町内外に広く啓発するために活動している観光ボランティア

ガイドが、町制施行６０周年を記念し、参加者が猪名川町の魅力を再発見することを目的

とした町内を縦断するバスツアーを企画・実施します。本町の貴重な自然と歴史を、四季

を通じて満喫してもらえるガイド企画ツアーの実施や、新規ガイドの養成などにより、観

光誘客に努めます。 

 

いながわ桜まつり支援事業（継続）                    ３４０万円 

【担当：地域振興部 産業観光課】 

 「２０１５いながわ桜まつり」を支援し、町の活性化や観光ＰＲを行います。町道原広

根線（原交差点～上田尻橋）１．２ｋｍを歩行者専用道路とし、より安全で快適なイベン

トを目指します。また、地元農家から周辺農地を菜の花畑として協力いただき、多くの地

域住民ボランティアのもと、イベントを盛り上げます。また、町制施行６０周年記念事業

の一環として来場者による仮装イベントを行い、まつりのにぎわいを創出します。 

 開催日 平成２７年４月４日(土) 

荒天の場合は４月５日(日)に順延 

場 所 町道原広根線「い～な！！さくら通り」 

ライトアップ 平成２７年４月１日(水)～１２日(日) 

道の駅いながわ整備事業（平成２６年度繰越事業）          ３，３００万円 

【担当：地域振興部 産業観光課】 

地方創生の取り組みの柱として、町内の観光客の増加を目指し、地域の活性化を促進

するため、町の観光情報の発信拠点である道の駅いながわの機能強化を図り、あわせて

観光客誘致に向けて駐車場内の安全確保対策に取り組みます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業立地対策事業（平成２６年度繰越事業）               ５５０万円 

【担当：まちづくり部 都市政策課】 

産業拠点地区に係る企業誘致については、産業団地の早期実現に向けて、事業主体と

なる事業者の募集を行います。 



人びとと行政がともに歩むまち 猪名川 

～行政運営～ 

 

 

 

 

 

 

 

町制施行６０周年記念事業（新規）                  ８２５万８千円 

【担当：企画総務部 企画財政課】 

 町制施行６０周年を迎えるにあたり、

「再発見」をテーマに記念式典及び記念

事業を実施します。本町の魅力を町内外

に発信することで、町のイメージアップ

や知名度向上を図り、効果的かつ戦略的

なシティプロモート活動を行います。 

 

事前登録型本人通知制度（新規）                    ６６万９千円 

【担当：生活部 住民保険課】 

  全国的に住民票の写しや戸籍謄本を不正に取得する事件や、委任状の偽造事件などが問

題となっていることから、住民票の写し等の不正請求の抑止及び不正取得による個人の権

利の侵害防止を図ることを目的として、「事前登録型本人通知制度」を導入します。 

 

社会保障・税番号制度への対応（新規）              ４，４３８万８千円 

【担当：企画総務部 総務課】 

現在国において進められている社会保障・税に関わる番号制度は、複数の機関に存在す

る特定の個人の情報を同一人の情報として確認を行うためのものであり、社会保障・税制

度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するため

の社会基盤であるため、本町においても対応するシステムの改修作業等を進めます。 

 

社会保障・税番号制度個人番号カード交付（新規）           １，６８７万円 

【担当：生活部 住民保険課】 

社会保障・税番号制度の実施に伴い、地方公共団体情報システム機構に製作の委任を行

っている通知カード・個人番号カード関連事務について、通知カードの交付が１０月から、

個人番号カードの交付は１月から実施されるにあたり、本人確認等を適切に行い、申請者

に対しカードを交付します。 

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。 

 

 

（町制施行 60周年記念ロゴマーク） 



公共施設等総合管理計画策定（新規）                   ５００万円 

【担当：企画総務部 企画財政課】 

全ての公共施設等を対象に、施設の利用状況や人口の推移、あるいは財政状況を考慮し

ながら、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に推進するための

総合管理計画を策定します。 

 

清流猪名川ふるさと応援寄附金事業（拡充）              ３２０万４千円 

【担当：企画総務部 企画財政課】 

「ふるさと納税」により１万円以上の

寄付をしていただいた町外の方へ、ボタ

ン鍋セットや旬の野菜、そばなど、特産

品をお礼として贈呈します。また新たに、

寄付者にとってより寄付しやすい環境整

備を進めるため、クレジットカード支払

いの導入を実施します。 

 

地籍調査事業（継続）                      ２,８５３万５千円 

【担当：まちづくり部 建設課】 

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、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２７年度は、林田地区、猪名川グリーンランド地区及び清水の一部地区の現地

調査を実施します。 

 

 

 
地方版総合戦略策定  （平成２６年度繰越事業）            ６７０万円 

【担当：企画総務部 企画財政課】 

国が策定する「長期ビジョン」と「総合戦略」を勘案して、今後５か年の目標、施策の

基本的方向性や施策を提示する「地方版総合戦略」を策定します。 

 

地域消費喚起推進事業（平成２６年度繰越事業）           ４，８００万円 

【担当：企画総務部 企画財政課】 

地域における消費喚起に直接的に効果のある購買力を促すため、プレミアム付商品券を

発行し、消費喚起を図り地域の活性化に取り組みます。 


