
No.4
観光力向上事業 （既存・拡大） 商工振興課

No.5
新規創業促進事業 （既存・拡大） 商工振興課

No.2
ふたかみ文化センター改修事業 （既存・拡大） 市民協働課

No.3
犯罪被害者等支援事業 （新規） 市民協働課

優先順位 事業名 区分 所属名

No.1
企業立地推進事業 （既存・維持） 商工振興課

重点事業

部局長名 津崎 弘美

令和 2 年度 部局目標シート

部局名 市民環境部地域振興局



R 2

1 2 3 4

R 2

合計 21,900,000

一般財源 41,820,000

負担金補助及び
交付金

21,900,000

年度

商工振興費

節

区分 金額

内容
積算

【令和２年度】　負補交：企業立地推進補助金21,900千円
　＜小山製作所＞
　〇事業所設置補助金　8,900千円（177,993千円×5%）
　＜コシオカ産業＞
　〇事業所設置補助金  13,000千円(予定)

款 農林商工費 項 商工費 目

予算科目

0 0

国県支出金

地方債

その他

歳出    事業費（自動計算） 41,820,000 21,900,000 3,813,000 41,900,000

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

21,900,000 3,813,000 41,900,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 0 0

期待できる効果
（展望）

・市内企業の事業拡張や市外企業の本市への立地による、継続的な税収増。
・新たな事業所の増加による市内雇用の拡大。
・市内就業率の増加による、市内消費の拡充と地域経済の循環。

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令 企業立地推進条例

運営方法 直営 事業期間 複数年度 （　　　年度～　　　　年度）

事務事業の対象
（誰を対象としている

か）
各種商工振興施策制度の利用者

◆事業の概要

部局目標に
設定する理由

（現状と課題）

現状：本市は大阪のベッドタウンとして成長してきたが、多くの市民が県外他市や大阪に働きに出ており、市内就業率や昼夜間人口比
率が県内でも極めて低い状況にあるため、地域経済活動が活発に行われにくい傾向にある。
課題：市内企業の事業拡張や市外企業の本市への立地を支援することで、本市の地域経済の活性化へとつなげていく。

年度実施内容

・県や地域金融機関等と連携して、企業立地にかかる本市の補助制度の情報発信を行う。
・市内の事業所訪問や、アンケートによる企業移転の可能性の調査など積極的な情報収集を行う。
・奈良県企業立地セミナーへの参加や事業所からの企業誘致に向けた相談対応。
・企業立地に向けて相談継続中の案件について、実現に向けた関係所管との連絡調整を行う。
・既に本市への立地を終えている企業や、本年度中に立地を行う企業への補助金を適正に執行する。

事務事業 05 商工振興事業 48 ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

市内への企業立地や市内の事業活動を支援する各種商工振興制度により、市内企業の競争力を強化し、地域経済を活発に循環させると
ともに、市内での雇用の創出を図る。

施策 25 産業の振興 66/67 ページ

基本事務事業 01 商工振興事業 まち・ひと・しごと創生総合戦略

政策 06 みんなで創る豊かで将来性のあるまち 第4次総合計画後期基本計画

事業名 企業立地推進事業 （既存・維持）
部局名 市民環境部地域振興局

所属名 商工振興課

令和 2 年度部局目標事業シート 【重点事業】
No. 1

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 06250105 ）



R 2

1 2 3 4

R 2

令和 2 年度部局目標事業シート
No. 2

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 06310104 ）

政策 06 みんなで創る豊かで将来性のあるまち 第4次総合計画後期基本計画

事業名 ふたかみ文化センター改修事業 （既存・拡大）
部局名 地域振興局

所属名 市民協働課

施策 31 文化・国際交流への取り組みの推進 78/79 ページ

基本事務事業 01 文化・国際交流推進事業 まち・ひと・しごと創生総合戦略

事務事業の対象
（誰を対象としている

か）
市民

◆事業の概要

部局目標事業に
設定する理由

（現状と課題）

現状：ふたかみ文化センターは、設備の老朽化が進み、更新工事が必要な状況である。
課題：老朽化している設備等について、早急に長寿命化に向けた検討・取り組みを開始する必要がある。

年度実施内容 ・受変電設備や空調設備などの改修工事

事務事業 04 文化施設管理・運営事業 - ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

老朽化している設備の更新工事を実施することにより、安全性の確保及び施設の快適な利用を実現する。

期待できる効果
（展望）

・施設の快適な利用
・安全な施設運営
・催事等におけるパフォーマンスの向上

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令 香芝市文化施設条例

運営方法 一部委託 事業期間 複数年度 （H27年度～　　　　年度）

歳出    事業費（自動計算） 60,100,000 131,100,000 - -

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

13,200,000 - -

財源内訳

特定財源（自動計算） 45,000,000 117,900,000 - -

国県支出金 0 0 - -

地方債 45,000,000 117,900,000 - -

その他 0 0 - -

一般財源 15,100,000

委託料 10,600,000

年度 工事請負費 120,500,000

文化施設管理・運営事業

節

区分 金額

内容
積算

・委託料：ふたかみ文化センター改修工事設計・監理委託料　10,600千円
　監理委託料　3,600千円
　設計委託料　7,000千円
・工事請負費：ふたかみ文化センター改修工事　120,500千円

※R3年度以降については基本計画を検討中である

款 総務費 項 総務管理費 目

予算科目

合計 131,100,000



R 2

1 2 3 4

R 2

令和 2 年度部局目標事業シート
No. 3

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 06280101 ）

政策 06 みんなで創る豊かで将来性のあるまち 第4次総合計画後期基本計画

事業名 犯罪被害者等支援事業 （新規）
部局名 地域振興局

所属名 市民協働課

施策 28 あらゆる人権を守る社会づくりの確立 72/73 ページ

基本事務事業 01 人権意識の高揚 まち・ひと・しごと創生総合戦略

事務事業の対象
（誰を対象としている

か）
犯罪被害者等・市民

◆事業の概要

部局目標事業に
設定する理由

（現状と課題）

現状：犯罪被害者やその家族は、犯罪等による直接的な被害のほかに、プライバシーの侵害など二次的な被害を受ける等の問題が指摘
されている。また、犯罪被害者等基本法では、地方公共団体の責務として、地域の状況に応じた施策を策定し実施することが求められ
ている。
課題：犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、平穏な生活を営むことができるよう、犯罪被害者等への支援を行うとともに、支援の
重要性について市民等の理解の増進を図る必要がある。

年度実施内容
・条例制定の周知、広報
・犯罪被害者等への相談対応及び情報提供
・犯罪被害者等に対する見舞金等の支給及び日常生活の支援など
・犯罪被害者等の人権に対する配慮及び支援の重要性について、市民等の理解の増進を図るため、啓発活動を実施する

事務事業 01 人権啓発事業 - ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

犯罪被害者等支援条例に基づき、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等の被害の早期回復及び
軽減を図るとともに、犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与する。

期待できる効果
（展望）

・犯罪被害者等の被害の早期回復及び軽減及び二次的な被害の防止
・犯罪被害者等を地域で支え合うまちづくりの実現

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令 犯罪被害者等基本法・香芝市犯罪被害者等支援条例

運営方法 直営 事業期間 複数年度 （R2年度～　　　　年度）

歳出    事業費（自動計算） 0 705,000 705,000 705,000

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

705,000 705,000 705,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 0 0 0 0

国県支出金 0 0 0 0

地方債 0 0 0 0

その他 0 0 0 0

一般財源 0

負担金補助及び
交付金

705,000

年度

人権啓発費

節

区分 金額

内容
積算

●負担金補助及び交付金
　・犯罪被害者等見舞金及び助成金　545千円
　　遺族見舞金　300千円×1件
　　傷害見舞金　100千円×2件
　　一時預かり保育助成金　3千円×5回×3件
　・なら犯罪被害者支援センター負担金　160千円

款 総務費 項 総務管理費 目

予算科目

合計 705,000



R 2

1 2 3 4

R 2

合計 4,050,000

負担金補助及び
交付金

2,300,000

一般財源 2,050,000

委託料 1,450,000

年度 工事費 300,000

観光費

節

区分 金額

内容
積算

　　・委託料：会場設営委託料　450千円
    　　　     どんづる峯整備委託料　1,000千円
　　・工事費：名所案内看板設置工事　300千円
　　・負補交：二上山美化促進協議会負担金　300千円
　　　　　　　２市２町広域観光ルート推進協議会負担金　1,500千円
　　　　　　　大和まほろば相撲連絡協議会負担金　500千円

款 農林商工費 項 商工費 目

予算科目

1,150,000 1,150,000

国県支出金 750,000 900,000 150,000 150,000

地方債

その他 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

歳出    事業費（自動計算） 3,800,000 4,050,000 4,550,000 4,550,000

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

2,150,000 3,400,000 3,400,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 1,750,000 1,900,000

期待できる効果
（展望）

・連携自治体と一体化した観光ルートによる、観光客の本市への誘客。
・広域での観光事業の展開による、観光客の取り込みと交流人口の増加。
・自治体同士の連携による、観光コンテンツの充実と観光発信力の向上。
・市独自の観光資源や観光イベントの集客力と情報発信力の強化による、観光客の取り込みと交流人口の増加。

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令 ―

運営方法 直営 事業期間 複数年度 （　　　年度～　　　　年度）

事務事業の対象
（誰を対象としている

か）
全市民、来訪者

◆事業の概要

部局目標事業に
設定する理由

（現状と課題）

現状：本市は主要な観光資源に乏しく、観光面での認知度も低いことから、市外からの集客という点で大きな成果を挙げられていな
い。
課題：近隣自治体と連携して観光ルートの整備及び発信に取り組み、相互の観光資源を活用して広域エリアでの観光集客を図る。ま
た、県指定天然記念物であるどんづる峯の長期的かつ計画的な景観整備や香芝ウォークの更なる拡充に取り組む。

年度実施内容

・二上山美化促進協議会事業（岳のぼり、ルートマップの作成）の実施。
・２市２町広域観光ルート推進協議会事業（エリア内の観光ルートを活用したイベントの開催）の実施。
・大和まほろば相撲連絡協議会事業（相撲発祥の地ＰＲイベント開催やエリア内の観光本を活用した情報発信）の実施。
・葛城地域観光協議会事業（エリア内の地場産品物産展開催や観光ＰＲイベントの開催）
・どんづる峯の既存遊歩道及びその周辺の景観維持作業や新規遊歩道等の整備
・香芝ウォーク事業（クイズラリーやお楽しみ抽選会の実施、送迎バスの運行）の実施。
・名所案内看板設置工事の実施

事務事業 02 観光情報発信事業 53 ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

香芝市の観光資源を掘り起こすとともに、観光拠点としての整備を行うことで本市の魅力を発信し、市外や県外からの来訪者の増加を
図る。

施策 27 観光の振興 70/71 ページ

基本事務事業 01 観光振興事業 まち・ひと・しごと創生総合戦略

政策 06 みんなで創る豊かで将来性のあるまち 第4次総合計画後期基本計画

事業名 観光力向上事業 （既存・拡大）
部局名 市民環境部地域振興局

所属名 商工振興課

令和 2 年度部局目標事業シート
No. 4

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 06270102 ）



R 2

1 2 3 4

R 2

合計 5,180,000

一般財源 5,130,000

報償費 480,000

年度 負担金補助及び
交付金

4,700,000

商工振興費

節

区分 金額

内容
積算

・報償費：新規創業アドバイザー謝礼　480千円
　1回 30千円×4回×4人（支援対象者）＝480千円
・負補交：新規創業資金融資利子補給金　　1,100千円
　　　　　新規創業資金融資保証料補給金  　600千円
　　　　　 新規創業促進補助金 　        3,000千円
　　　　　   1,000千円×3人＝3,000千円

款 農林商工費 項 商工費 目

予算科目

0 0

国県支出金

地方債

その他

歳出    事業費（自動計算） 5,130,000 5,180,000 5,180,000 5,180,000

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

5,180,000 5,180,000 5,180,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 0 0

期待できる効果
（展望）

・市内での新規事業者の増加による、地域の活性化やまちの魅力の向上。
・市内での新規事業者の増加による税収増。

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令 ―

運営方法 直営 事業期間 複数年度 （　　　年度～　　　　年度）

事務事業の対象
（誰を対象としている

か）
各種商工振興施策制度の利用者

◆事業の概要

部局目標事業に
設定する理由

（現状と課題）

現状：本市は産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画の認定を国から受けている。また、大都市圏への利便性や人口増加による
消費増への期待は、新規創業をする土地として本市が魅力のある条件となっている。
課題：さまざまな支援を通じて新規創業を目指す人材や企業を市内に創出することで、地域の新たな需要や雇用の活性化が期待でき
る。

年度実施内容
・申請を受けた創業促進事業計画を審査し、収益性や持続性の高い事業を採択して新規創業促進補助金を交付する。
・新規創業促進アドバイザー派遣制度や新規創業資金融資利子(保証料)補給金制度により本市での新規創業者を支援する。
・商工会と連携し、商工会主催の創業塾を支援する。

事務事業 05 商工振興事業 48 ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

市内への企業立地や市内の事業活動を支援する各種商工振興制度により、市内企業の競争力を強化し、地域経済を活発に循環させると
ともに、市内での雇用の創出を図る。

施策 25 産業の振興 66/67 ページ

基本事務事業 01 商工振興事業 まち・ひと・しごと創生総合戦略

政策 06 みんなで創る豊かで将来性のあるまち 第4次総合計画後期基本計画

事業名 新規創業促進事業 （既存・拡大）
部局名 市民環境部地域振興局

所属名 商工振興課

令和 2 年度部局目標事業シート
No. 5

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 06250105 ）


