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１． 計画策定の基本方針 
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第１節 趣旨 

  実施計画は、「宍粟市総合計画」の基本構想に掲げる、まちの将来像『人と自然が輝き み

んなで創る 夢のまち』を実現するための施策体系を定めた基本計画に沿って、総合的・計

画的・効率的なまちづくりを推進するため、具体的な事業を明らかにするものです。 

 

 

第２節 計画の見直し 

  本計画は、３ヵ年の事業を固定するものではなく、毎年度ローリングにより事業の見直し

を行います。 

 

 

第３節 計画期間 

  平成 26年度から平成 28年度までの３ヵ年です。 

 

 

第４節 対象事業 

 (１)投資的事業（ハード事業） 

    市が事業主体または関係団体として取り組む投資的事業のうち、平成 26年度から平成

28年度における事業費が概ね 20,000千円以上を基本として計上しています。 

(２)投資的事業以外の事業（ソフト事業） 

   投資的事業以外の事業について、特色ある主なものを計上しています。 

 

 

第５節 計画策定の考え方と予算への反映 

  計上策定にあたっては、事業の必要性・妥当性・緊急性について十分検討したほか、 

長期的な展望や財政の収支見通しを踏まえながら策定し、もって予算編成及び事務事業

執行の指針としています。 
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国・県支出金 地方債 その他 一般財源

防犯灯ＬＥＤ化推進事業 継続
市や自治会が管理する蛍光灯式防犯灯をＬＥＤ化するこ
とにより防犯効果を向上させるとともに、省エネルギー化
により環境面にも配慮する。

22,500 0 0 9,655 12,845 H26まで

針葉樹と広葉樹の混交林整備事業 継続
スギ・ヒノキ等の高齢人工林の部分伐採を行い、広葉樹
等を植栽して混交林化を図り、公益的機能の高い森林に
転換する。

84,632 84,632 0 0 0 H27まで

緊急防災林整備事業 継続
間伐材を利用して、表土の流亡等を防止するための簡易
土留工を設置し、災害に強い森林づくりを行う。

118,000 118,000 0 0 0 H27まで

公有林整備事業 継続
原木の安定供給をめざし、率先して搬出間伐を行い宍粟
材の利活用に努める。また、森林の公益的機能の向上を
図るため、保育事業（植栽）を実施する。

201,194 54,556 0 0 146,638

かわまちづくり事業 継続
揖保川河川改修にあわせ、水辺空間を市民に親しみが
持てる、憩いとにぎわいの拠点として整備する。

125,000 42,000 78,500 0 4,500

国・県支出金 地方債 その他 一般財源

観光施設整備等事業 継続
観光施設（福知渓谷休養センター周辺、ばんしゅう戸倉ス
キー場、くるみの里、ちくさ高原スキー場、ちくさ湿原、道
の駅ちくさ）の整備

137,433 0 131,400 6,000 33

基幹農道整備事業　【県営】 継続
基幹農業用施設への農業生産物の搬出入や大型農耕車等地
区間往来、都市農村交流施設等へのアクセス道路として、山崎
町蔦沢地区から菅野地区間の道路整備を実施する。

88,963 0 84,500 0 4,463

農地環境整備（ほ場整備）事業　【県営】 継続
農地の汎用化、農業の機械化・省力化など、生産性の高
い農地を形成するためほ場整備を実施する。（波賀町安
賀地区）

22,479 10,130 6,500 4,927 922 H27まで

震災対策農業水利施設整備事業 継続
ため池の老朽化による農業生産性の低下防止及び防
災・減災対策として、施設の機能診断、耐震診断を実施
し、整備計画並びに台帳を整備する。

52,000 7,000 40,500 0 4,500

（ １ ） 投 資 的 事 業 （ ハ ー ド 事 業 ）

備考

事業名 事業区分 事業概要
H26～H28
3ヵ年事業費

第１章　人と人、人と自然にやさしいまちづくり

事業名 事業区分 事業概要

備考

第２章　活力のある産業が支える豊かなまちづくり

H26～H28
3ヵ年事業費

財源内訳

財源内訳

（単位：千円）

（単位：千円）
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国・県支出金 地方債 その他 一般財源

しそうの森整備事業 継続
森林経営の安定化と公益的機能の向上を図るため、森
林所有者が実施する間伐・枝打ち・作業道開設に対して
助成する。

30,885 0 7,400 0 23,485

「森林管理100％作戦」推進事業 継続
公費１００％で間伐事業を支援し、森林整備を行うことに
より、林床植生を豊富にし、水源涵養機能等森林の持つ
公益的機能を高め災害に強い森づくりに取り組む。

120,224 0 0 27,206 93,018

宍粟材活用推進事業 継続
高性能林業機械購入事業（林業事業者等が機械を購入
する際の補助）・宍粟材の家づくり支援事業（宍粟材を活
用した住宅の新築等の補助）

19,690 0 0 0 19,690

国・県支出金 地方債 その他 一般財源

公立宍粟総合病院施設改修・更新事業 継続
病院機能の向上のため院内改修を行い診療環境を整備
する。

349,200 0 349,200 0 0

公立宍粟総合病院医療機器整備事業 継続
安全・安心・信頼の医療を提供していくため、老朽化した
医療機器の更新を行う。

390,000 0 390,000 0 0

国・県支出金 地方債 その他 一般財源

学校規模適正化に伴う施設整備事業 継続
山崎西小学校（校舎・屋内運動場・プール）、波賀小学校
（校舎・屋内運動場・プール）の整備

650,616 45,467 574,800 0 30,349

千種中学校校舎耐震補強等事業 継続 校舎、技術棟、屋内運動場の耐震改修工事 617,998 72,506 538,100 0 7,392 H27まで

小・中学校防災機能強化事業 新規
小・中学校屋内運動場のアリーナ吊天井等落下防止対
策工事

180,966 39,067 141,300 0 599 H27まで

教育用コンピュータシステム購入事業 継続
情報教育の充実を図るため、市内小中学校の教育コン
ピュータの更新を行う。

122,100 0 0 0 122,100

事業名 事業区分 事業概要
H26～H28
3ヵ年事業費

財源内訳
備考

事業名 事業区分 事業概要
H26～H28
3ヵ年事業費

備考

事業名 事業区分 事業概要
H26～H28
3ヵ年事業費

財源内訳

第４章　ひとの生きがいや個性的な文化を育てるまちづくり

第３章　健康と福祉を育てる安心のまちづくり

備考

財源内訳

（単位：千円）

（単位：千円）
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国・県支出金 地方債 その他 一般財源

学校図書館図書整備事業 継続
「第４次学校図書館図書整備５ヵ年計画（文部科学省）」
に基づき、５年間で学校図書館に常備する標準図書数の
達成をめざす。

30,000 0 0 0 30,000

スクールバス購入事業 継続
学校規模適正化等に伴い遠距離通学児童生徒に対し
て、スクールバスの運行を開始し、安全安心な通学手段
を確保する。

108,900 10,550 93,500 0 4,850

認定こども園設置事業 継続 千種認定こども園・戸原認定こども園の建設工事 561,729 0 529,100 0 32,629

社会教育施設整備事業
継続
新規

山崎スポーツセンター整備、波賀総合スポーツ公園整
備、千種Ｂ＆Ｇ海洋センター改修、山崎文化会館改修、
千種図書館新設、図書館図書購入

283,327 0 211,600 42,818 28,909

国・県支出金 地方債 その他 一般財源

消防施設等整備事業
継続
新規

宍粟市消防団における消防ポンプ自動車・小型ポンプ付
き積載車の更新

74,313 0 70,100 0 4,213

西はりま消防組合　消防救急デジタル無線整
備事業

継続
平成28年６月１日からの電波法改正により、消防･救急無線のア
ナログ方式無線からデジタル無線へ更新し、あわせて消防指令
台の整備、消防指令センターの改修を行う。

790,977 0 790,900 0 77 H27まで

市道改良事業
継続
新規

市道の改良事業 1,229,468 10,400 1,091,500 0 127,568

橋梁長寿命化（修繕）事業
継続
新規

橋梁長寿命化計画に基づき、老朽化した橋梁の修繕を実
施する。

219,700 131,760 2,200 0 85,740

道路除雪車購入事業 継続 道路除雪車の更新 21,000 12,000 9,000 0 0

市営住宅建替事業 新規 老朽化した市営中山台団地の建替え 250,603 93,966 13,300 80,600 62,737

公共下水道施設長寿命化事業 継続 老朽化した千種中央浄化センターの監視システムの更新 264,200 132,100 132,000 0 100 H27まで

事業名 事業区分 事業概要
H26～H28
3ヵ年事業費

財源内訳

事業名 事業区分 事業概要
H26～H28
3ヵ年事業費

第５章　快適な生活と交流を支える活力あるまちづくり

財源内訳
備考

備考

（単位：千円）
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国・県支出金 地方債 その他 一般財源

上寺浄水場第２期改良工事 継続 耐用年数を過ぎた上寺浄水場の電気機械設備の更新 327,600 0 311,000 0 16,600

上水道水源確保事業 継続
水道水の安定供給と災害に強いまちづくりを推進するた
め、老朽化した今宿取水場の複数化をめざし上水道水源
を整備する。

756,000 0 718,100 0 37,900

老朽水管橋・給配水管整備事業 継続
耐用年数を経過し老朽化した水管橋・給配水管の布設替
え

185,100 0 175,600 0 9,500

一宮、波賀管内簡易水道施設整備事業 継続
簡易水道統合整備計画及び宍粟市水道基本計画に基づ
き、一宮、波賀管内簡易水道老朽水道施設の更新改良
工事を実施する。

159,900 38,850 121,000 0 50

水道施設遠方監視システム整備事業
継続
新規

市内の水道施設の一元管理を図るため遠隔監視システ
ムを整備する。

218,839 53,139 165,600 0 100

国・県支出金 地方債 その他 一般財源

公用車購入事業 継続 公用車（軽四自動車21台、ハイブリッド車3台）の更新 26,400 0 0 0 26,400

統合型地理情報システム整備事業 継続
行政事務の共有化・効率化を図るため、統合型地理情報
システムの導入を行う。

43,861 0 41,600 0 2,261 H26まで

事務用パソコン購入事業 継続
機器の劣化、ＯＳのサポート期間を考慮し、購入後８年経
過したパソコンを毎年100台程度更新する。

33,000 0 0 0 33,000

戸籍総合システム更新事業 継続
現在使用の戸籍総合システムが平成２６年１０月末で耐
用年数の５年を経過するため、戸籍総合システムを更新
する。

29,546 0 0 0 29,546 H26まで

事業名 事業区分 事業概要
H26～H28
3ヵ年事業費

財源内訳
備考

事業名 事業区分 事業概要
H26～H28
3ヵ年事業費

財源内訳
備考

第６章　住民・行政の参画と協働による自主創造のまちづくり （単位：千円）
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単位：千円

基本施策 区分 事業名 H26予算額

第１章 継続 再生可能エネルギー普及促進事業 24,000
　人と人、人と自然にやさしいまちづくり

新規 小水力発電導入事業 8,000

継続 環境パートナーシップ促進助成事業 960

継続 しそう森林王国事業 9,630

新規 一宮千町拠点エリア整備事業 2,992

継続 生ごみ減量化促進事業補助金 800

継続 リサイクル資源集団回収奨励金 12,500

継続 中山間地域等直接支払交付金事業 67,308

継続 農地・水保全管理支払交付金事業 12,161

新規 ふるさと水と土ふれあい事業 2,000

第２章 継続 黒田官兵衛・播磨国風土記1300年PR事業 3,631

継続 地域情報番組放映事業 1,620

新規 篠ノ丸城趾・最上山周辺もみじ植栽事業 917

継続 観光協会助成事業 16,090

新規 ふるさと宍粟ＰＲ館設置事業 6,000

新規 森林セラピー事業 5,042

継続 観光イベント事業 15,400

継続 学生合宿促進事業 1,200

新規 波賀東山森林環境整備事業 1,000

継続 ちくさ湿原整備事業 2,100

継続 有害鳥獣捕獲事業・鳥獣被害防止柵設置事業 51,043

新規 地産地消推進事業 5,478

新規 林業担い手育成対策事業 1,500

継続 宍粟材利用推進事業 4,518

新規 ６次産業化等推進事業 2,800

継続 特産物振興事業 707

継続 商工会活動助成事業 29,984

継続 中小企業対策事業 303,000

継続 産業立地促進事業 17,557

継続 就職フェアダイレクトメール発送事業 351

第３章 継続 乳幼児・こども医療費・未熟児療育費助成事業 181,414
　健康と福祉を育てる安心のまちづくり

新規 国保税口座振替受付サービス事業 3,994

（２）投資的事業以外の事業（ソフト事業）

　活力のある産業が支える豊かなまち
づくり
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単位：千円

基本施策 区分 事業名 H26予算額

（２）投資的事業以外の事業（ソフト事業）

第３章 継続 社会福祉協議会補助事業 64,300
　健康と福祉を育てる安心のまちづくり

新規 臨時福祉給付金・子育て臨時給付金 185,389

継続 出会いサポート事業 2,000

継続 子ども・子育て支援事業計画策定 2,987

継続 老人クラブ活動等社会活動促進事業 12,768

継続 敬老会開催事業補助 11,725

新規 シルバーパワーアップ事業 3,260

継続 障害福祉計画策定 3,316

継続 外出支援サービス事業 111,440

継続 介護保険事業計画策定 3,485

新規 相談支援事業所運営 8,393

新規 ５歳児健診 639

継続 がん検診 45,900

継続 予防接種事業 90,378

継続 特定不妊治療費助成事業 2,000

継続 妊婦健康診査費助成事業 20,800

継続 臨床研修医受入事業 52

継続 通所リハビリサービス事業 4,238

継続 訪問看護事業 14,216

継続 福祉世帯水道料金等助成事業 19,000

継続 私立保育所運営費助成事業・特別対策事業 727,945

継続 放課後児童健全育成事業 9,904

継続 あずかり・学童保育事業 95,373

新規 宍粟総合病院院内託児所運営事業 27,218

第４章 継続 人権教育推進事業 10,167

継続 いきいき地域づくり事業 4,743

継続 学校規模適正化推進事業 8,373

新規 いじめ防止対策推進事業 185
　

継続
宍粟の良さを知り宍粟を愛する子どもの育成
（自然学校推進事業補助金・ふるさとしそう探検
隊事業補助金・環境体験事業） 18,242

継続 特別支援教育総合サポート事業 46,212

新規 しそう学校生き活きプロジェクト事業 6,500

新規 しーたんチャレンジ 300

　ひとの生きがいや個性的な文化を育
てるまちづくり
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単位：千円

基本施策 区分 事業名 H26予算額

（２）投資的事業以外の事業（ソフト事業）

第４章 継続 幼保連携保育実施事業 5,097

継続 幼保一元化推進事業 2,495

継続 地区生涯学習推進事業 7,962

継続 宍粟市民大学（生涯学習パスポート事業） 112

継続 青少年活動体験事業 2,033

継続 高齢者大学事業・生涯学習講座事業 9,532

継続 文化展事業 854

継続 社会体育活動・スポーツ活動支援事業 7,540

第５章 新規 ハザードマップ改訂事業 7,500

継続 地域防災計画改定事業 1,713

継続 消費者行政推進事業 6,690

継続 地籍調査事業 82,191

第６章 新規 広報・広聴戦略プラン策定事業 187

新規 公共施設集約化事業 786

継続 しーたん通信・しそうチャンネル運営事業 10,235

継続 第２次宍粟市総合計画策定 8,457

新規 第三次行政改革大綱の策定 310

新規 ふるさと納税推進事業 11,681

継続 しそう元気げんき大作戦事業 25,000

継続 女性によるまちづくり活動支援事業 2,000

継続 ふるさと自立推進計画モデル事業 2,100

継続 コミュニティ組織強化事業 3,197

継続 タウン情報誌作成事業 2,279

継続 いちのみやふるさとまつり運営事業補助金 3,350

継続 ちくさふれあいフェスタ実施事業補助金 1,500

継続 福知渓谷復興事業（だいだい岩は残った） 2,000

　快適な生活と交流を支える活力ある
まちづくり

　住民・行政の参画と協働による自主
創造のまちづくり

　ひとの生きがいや個性的な文化を育
てるまちづくり
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