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冬もようやく終わり︑麗らか

寒さの厳しかった今年の
ていきますので︑今後とも皆

かりとチェック機能を果たし

施策として活用されるようしっ

事業拡充に取り組む︒

予算制度を活用し新規施策や

るとともに︑インセンティブ

事業総点検の結果を反映させ

行財政改革プランに掲げる全

事業費の減

５億２００万円

全事業総点検による効果額

ブ予算

⑥全事業総点検・インセンティ

１億５８００万円の対象節減

１億２８００万円

インセンティブ予算︵５０件︶

円

①主な施策

円︑５・２％の減少となった︒

修等があるものの全体で

姫路駅周辺整備︑姫路球場改

用する

︒

額を姫路城内堀めぐり︑姫路

様の貴重な声をぜひ︑お聞か

地域防災力の強化やＪＲ姫路

投資的割合

︵１２３件︶４

せください︒

駅北駅前広場整備事業の推進

対前年度から０・５％の減少

３３００万

版環境学習モデル事業等に活

をはじめ︑子育て支援施策の

⑤基金・地方債残高
５０１億円

自主財源の確保

億６９００万円

９２３億円

個人市民税︑法人市民税の増︑

市税収入

③一般会計歳入

な陽気の春本番となりました

予算概要

平成２４年度

が皆様は如何お過ごしでしょ
うか︒
新年度を迎え︑入学・入社
といった新たな出会いの場に

３％の増加

充実︑地域経済・雇用対策の

基金

市民1人あたりの借金／73万5千円

固定資産税の評価替に伴う減

普通交付税

総合的な推進︑姫路球場大規

特別会計等で７・７億円の基

都市開発事業9億円（+8億円）

立ち会わせていたく度︑私自
市税をはじめとした自主財

政対策債は昨年度±０で対前

模改修︑環境・省エネ対策︑

金を取り崩した︒
３９２７億円

財政健全化調整9億円（+8億円）
水道事業144億円（+8.4億円）

等で前年度から３億円︑０・

源の増加が見込めない中︑市

年度

学校施設の耐震化などの施策

地方債

354億円（+30億円）

予算の特徴

させていただくとともに︑改

基準財政需要額の増等で前年

ため︑市民サービスの向上を

を進め﹃生きがいと魅力ある

全会計残高は１億円の増加︒

平成２４年度の予算規模

身も非常に爽やかな気持ちに
めて初心を忘れず市政の発展

政の重点目標﹃やっぱり住み

１２９億円

に全力で取り組んで行くこと

度か８億円︑６・６％の増
実質的な交付税 ２３０億円

たいまち姫路﹄﹃活力みなぎ
るまち姫路﹄﹃未来へ希望を

を決意しております︒
さて︑姫路市では３月議会

交付税が

億円の増︑臨時財

架けるまち姫路﹄を実現する
図ると共に必要な投資事業を
確保し︑﹃元気溢れるまちづ

住みよい都市姫路﹄を築いて

８３９億円

いく︒

一般会計は 億円︑４％の増︑

569億円（+20億円）

国民健康保険

で総額３６９４億円の平成
年度予算が成立しました︒今

億円︑４・５％の増加

後は︑皆さんに選んでいただ
いた議員として︑この予算が

くり﹄を推進する予算とした︒ 投資的経費

④一般会計投資事業

市民サービスの向上に繋がる

②予算の効果的・効率的編成

特別会計は６億円︑７・２％

△62億円

億

国の補正予算に対応し︑２３

の減︑企業会計は 億円︑４・

％

年度補正予算と併せて一体的

１％の減となった︒

・

な施策展開を図る︒

2,148億円

投資的経費△21億円

一般会計

市民1人あたりの貯金／9万4千円

＋0.2億円

3,694億円

全会計合計

21

下水道事業373億円（△2.0億円）

＋1.2億円

526億円

企業会計

18

介護保険

＋61億円

1,020億円

特別会計

1

74

経常的経費△41億円

対前年度

10

考

金額

10

81

備

会計名

24
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【救命救急センターの開設・運営の支援】

【大規模な災害に備えた地域防災力の強化】

（110,366千円）

◎地域における災害時要援護者支援の仕組みづくり

◎救命救急センターの開設・運営の支援【新規】

【新規】（13,200千円）

姫路市をはじめ西播磨ブロックの三次救急医療体制の充実

自主防災会を中心に新たな

を図るため、製鉄記念広畑病院の救命救急センター整備事

地域協議会を設置し、高齢

業に財政支援を行います。

者や災害者等の『災害時要
援護者』を把握するととも
に、一人ひとりの要援護者
への避難支援プランを検討

※1階と3階の一

するなど、災害に対する地

部を補助します。

域ネットワークの構築を図
ります。

【電子市役所の推進】

【企業誘致と立地支援の展開】

（4,433千円）

◎緑地面積の緩和【新規】

◎『公共施設予約システム』の導入により、施設利

・工場敷地内の土地利用の制限を緩和することで、工場等

便性の向上を図ります。【新規】

の増改築や新規立地を促進します。

◎積極的な誘致活動
予約手続き

⇒

空き状況の確認⇒
平成24年度

パソコン・携帯電話からイン

・平成23年度に実施したアンケートで回答を得た企業に、

ターネットを利用した手続き

職員や企業誘致推進員が積極的に企業訪問を実施します。

ができるようになります

◎魅力ある優遇制度

・音楽演劇練習場

・工場立地企業への奨励金の交付や低利融資の斡旋

・テニスコート（田寺、網干、広畑）・みなとドーム

・中小製造業者の設備更新に対する奨励措置の実施【新規】

・勤労市民会館・サンライフ姫路・勤労者体育センター

・企業立地促進法に基づく基本計画の推進

計8施設に順次導入

◎総合的な支援サービス

※平成25年度以降、導入施設を拡充

・企業立地推進課による行政手続きのワンストップサービ
スにより、迅速な工場立地を実現します。

【エコパークあぼしの活用】（1,000千円）

【学校施設の耐震化の推進】（281,185千円）

◎網干健康増進センターがオープンします。

・ 地震発生時での子ども達の安全確保とともに、災害時
での地域住民の避難所としての機能確保として、学校施設
の耐震化を進めます。
※平成26年度末までの完了を目指します。

階数構造：地上2階

鉄骨造 延床面積：4,045㎡

主な施設：温水プール、トレーニングジム、スタジオ
温浴施設、多目的室、
グランドゴルフ場（8ホール×6コース）

※平成25年2月供用開始予定
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【高齢者を支える地域支援体制の確立】

【生涯現役プロジェクトの推進】

（5,478千円）

◎社会参加と交流機会の充実（12,377千円）

◎認知症高齢者への地域支援体制づくり

・高齢者が日頃の活動の成果を発表する機会を設けること

増加・多様化する認知症高齢者と家族を地域で支援してい

で、高齢者の社会参加や交流活動を充実させます。

くため、医療機関や介護サービス施設、地域の支援機関を

①高齢者ウオーキング大会の開催【新規】

つなぐコーディネーターとして『認知症地域推進員』を配

②高齢者作品展の開催

置し、医療と介護の連携強化や地域支援体制を確立します。

③高齢者芸能発表会の

◎地域連携による見守り体制の確保

開催

広畑保健福祉サービスセンターでモデル的に保健師を集約

④高齢者スポーツ大会

することで、保健福祉サービスセンターでの訪問活動等を

の開催

充実させます。また、地域団体や関係機関と連携し、高齢

⑤生涯現役フェスティ

者への見守りを強化します。

バルの開催
⑥生涯現役フオーラムの開催

【キャスティ21の推進】（5,172,282千円）
◎エントラスゾーンの整備
・交通結節点機能の向上を図り、姫路駅北駅前広場等をゆとりと潤いに溢
れた播磨の中核都市として整備していきます。
整備面積：約2.6ha

実施内容：サンクンガーデンの整備・北駅前広場の

整備【新規】・眺望デッキ等の整備
今後の予定：平成24年〜25年度 北駅前広場整備工事
平成26年度

北駅前広場供用開始

◎コアゾーンの整備
・高次都市機能が集積する商業・業務拠点として整備するため、民
間事業者のノウハウを活用する事業コンペを行います。
整備面積：約3.3ha

実施内容：事業コンペによる業者決定

今後の予定：平成25年度

事業者による実施設計

平成26年度

事業者による建築工事

◎イベントゾーンの整備
・エントランスゾーンやコアゾーンに立地する機能との役割分担や
連携を図り、基本計画の策定等を進めます。
整備面積：約6.6ha

実施内容：基本計画の策定・基

本設計の着手・学術研究機能の導入検討
今後の予定：平成25年度

実施設計の着手

平成26年度

整備工事の着手
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皆さんにお伝えしたい情報

加え︑先に記載した製鉄記念

非常に参考になり︑文化財保

制度導入で生じる

一方で受益者負担のあり方や

億円とい

護の観点では非常に意義ある

う巨額の財政負担の捻出など︑

ありますが︑姫路城の新たな

等︑整理する課題もたくさん

料金の問題や文化庁との協議

中核都市として︑子育て支援

また︑姫路市は播磨地域の

ります︒

ばならない課題がたくさんあ

せていくには︑整理しなけれ

ただ︑定期運航する場合は︑ 持続可能な制度として定着さ

取り組みだと感じました︒

広畑病院へのアクセス道路と 姫路城文化観光
しても是が非でも早期着手・

学習船の運航

限定の試験運行で姫路城内堀

観光の目玉としてぜひ知恵を

完成させなければなりません︒

で和船を運航して︑普段とは

絞って定期運航にこぎつけれ

日まで︑期間

望してきましたが︑ようやく

違った角度から姫路城や石垣

日から

今年度︑都市計画変更手続き

を間近で見学するイベントを

月

の整備は喫緊の課題です︒早

年度中に事業に着手

を前倒しで行い︑順調にいけ

私も幾度となく姫路市に要

期着手・完成を目指し︑地域
ば平成

を行う︒また︑兵庫県が国道

できることが判明しました︒

開催︒文化財への理解や保存

ばと思います︒

のみならず︑高齢者福祉や救

格化されることになりますが︑ として︑松江市や柳川市の取

の乳幼児は医療費が無料となっ

福祉施策を行っていかなけれ

地域全体を見据えた責任ある

急医療体制の充実など︑播磨
継承への啓発に繋げることを
目的としている︒

それに伴い︑今後は道路建
設予定地となっている広畑の

中学校卒業までの

り組みと比較すると︑風情や

実際に乗船した率直な感想

運航距離などでの物足りなさ

地域住民の方々との協議も本
地域の方々との連携を密にし

２５０号線の進入道路の拡幅
市の都市計画道路に位置づけ

て︑広畑地域︑姫路市南西部

ばならない立場です︒

られていましたが︑地元調整

合で周辺市町からの受け入れ

医療費の無料化について

や予算の関係から残念ながら

ている︒また︑中学校三年生

関への救急搬送が

の割

播磨地方の一部の自治体で

運営費等は全て姫路市の負担

る休日・夜間急病センターの

また︑播磨地方で唯一とな

対

皆さんは姫路市内の医療機

これにより︑尊い市民の

を感じましたが︑一方で石垣

の方が実は多いということを

は︑中学校卒業まで医療費を

分の

歳児未満

命を守るための道路基盤整備

地域の更なる発展に全力で取

を

姫路市では現在︑

が一歩進むことになりますが︑ 現在のところ着手には至って

までは自己負担の

ません︒

のできないコアな姫路城周辺

無料化しているところが出て

となります︒対して周辺市町

ご存じでしょうか︒
を観ることができ︑またボラ

きています︒この事に対し︑

にはこのような基幹的な医療

助成している︒

ンティアガイドさんの説明も

一部の市民団体から姫路市で

る請願が提出され︑

で議論が行われましたが︑引

き続き継続して審査していく

制度導入については︑この

踏まえたうえで︑優先順位を

ような取り巻く環境の現状も

ちなみにこの制度を導入す

しっかり検討し︑対応すべき

なります︒﹃子育て支援策と

追加財政負担が生じることに

いただければと思います︒

私どもの議論推移を見守って

だ と 考 え ま す の で ︑ ぜ ひ︑

常に耳障りの良い言葉ですが︑

しての医療費の無料化﹄︑非

ると︑姫路市として

億円の

こととなりました︒

とをご存じでしょうか︒

機関がないため︑その分の負

3

も医療費の全額無料化を求め

1

担がかかっていないというこ

1

3

3

月議会

殖状況など︑普段は観ること

の傷み具合や姫山原生林の繁

まだまだ周辺の道路基盤は脆
しかし︑この道路は姫路市

東進整備が期待される大広線

を予定︒

26

り組んでまいります︒

大広線は従前より︑姫路

備として２０００万円をかけ︑
今年度に周辺道路の設計調査 大広線の早期着手に向けて

の方々と連携して全力で取り

︵大広線・夢前川右岸線等︶

13

組む所存です︒

29

製鉄記念広畑病院救命救急セ

山電夢前川周辺整備事業

17

ンターへのアクセス道路の整

3

和船から臨む改修中の姫路城

3

13

南西部地域の更なる活性化に

整備予定の山電夢前川駅周辺

弱です︒
特に後に記載する他の道路

救命救急センターへのアクセス道路として

