
部局長名 津崎　弘美

令和 3 年度 部局目標シート

部局名 市民環境部地域振興局

優先順位 事業名 区分 所属名

No.1
男女共同参画プラン策定事業 （既存・拡大） 市民協働課

No.２
国際交流事業 （既存・拡大） 市民協働課

No.１
企業立地推進事業 （既存・維持） 商工振興課

No.３
創業促進事業 （既存・維持） 商工振興課

No.３
観光力向上事業 （既存・維持） 商工振興課
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令和 3 年度部局目標事業シート
No. 1

事業名 男女共同参画プラン策定事業 （既存・拡大）
部局名 地域振興局

施策 12 人権・多様性の尊重 03120201

主な取り組み 02 男女共同参画によるまちづくりの推進 第５次総合計画前期基本計画

所属名 市民協働課

◆事業の位置付け

政策 03 誰もが等しく、生涯輝き続けるために。（人権・協働・文化） 体系コード

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

基本目標（１）稼ぐ地域をつくるとともに、安定した雇用を創出する 基本目標（２）香芝とのつながりを築き、香芝への新しいひとの流れをつくる

基本目標（３）結婚・出産・子育ての希望をかなえる 基本目標（４）ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な香芝

◆事業の概要

事務事業 01 男女共同参画推進事業 59-61 ページ

事務事業の概要
男女共同参画社会への理解を深めるため、父子を対象とした体験型の講習会の実施や市民を対象とした学習会等を開催します。また、関係機関
と連携し、女性の就労支援に係るセミナーの実施や相談窓口を開設します。多様な視点を政策方針に取り入れるため、市の審議会への女性登用
を促します。

運営方法 一部委託 事業期間 複数年度 （Ｒ4年度～Ｒ１３年度）

期待できる効果
（展望）

男女共同参画社会基本法において、地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定及び実施する責務を有すると規定されており、男女共同参
画プランの策定は、香芝市における男女共同参画社会の実現に向けての指針となり、職員をはじめ香芝市民の意識の高揚が図られるようになる。

部局目標事業に
設定する理由
（現状と課題）

現状：第2次男女共同参画プランの計画期間が終了となる。
課題：アンケートを実施により香芝市の現状と課題を分析し、国・県の動向を踏まえながら、男女共同参画に関する施策を体系的、総合的に推進し
ていくために、第３次プランの策定を進めていきたい。

年度実施内容
・男女共同参画プランの改定。
・プラン改定の基礎資料とするための、市民意識調査・事業所実態調査を実施。

事業分類 自治事務 根拠法令 男女共同参画社会基本法、ＤＶ防止法
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

歳出    事業費（自動計算） 2,027,000 500,000 500,000 500,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 0 0 0 0

国県支出金

地方債

その他

一般財源 2,027,000 500,000 500,000 500,000

報酬 300,000

年度 旅費 27,000

男女共同参画推進費

節

区分 金額

内容
積算

●男女共同参画プラン策定にかかるアンケート調査
男女共同参画プラン策定に伴い、今年度アンケート調査を実施予定。
男女共同参画審議会委員報酬　@5,000円×10人×6回=300,000円
(12人のうち2人は教育・行政関係等公務員を予定しているため、10人のみの報酬を予定)"
　旅費…27,000円
　消耗品費…コピー・トナー・紙代・ラベルシール等…76,000円
　委員会お茶…＠100円×12人×6回×1.1≒8,000円
  印刷製本費：アンケート送付・返信用封筒…47,000円
　アンケート郵便料…569,000円
　委託料…1,000,000円
　※委託内容：市民意識・企業実態調査に関する助言・集計・分析・その他支援等を委託

款 総務費 項 総務管理費 目

予算科目 需要費 131,000

役務費 569,000

委託料 1,000,000

合計（自動計算） 2,027,000
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令和 3 年度部局目標事業シート
No. 1

事業名 企業立地推進事業 （既存・維持）
部局名 地域振興局

施策 17 商工業の振興 04170101

主な取り組み 01 企業の活性化 第５次総合計画前期基本計画

所属名 商工振興課

◆事業の位置付け

政策 04 まちの活力と魅力の向上のために。（産業・観光） 体系コード

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

基本目標（１）稼ぐ地域をつくるとともに、安定した雇用を創出する 基本目標（２）香芝とのつながりを築き、香芝への新しいひとの流れをつくる

― ―

◆事業の概要

事務事業 01 企業支援事業 71-73 ページ

事務事業の概要
各種補助制度により、市内企業の経営を支援します。また、企業誘致や市内企業の移転・増設等の企業立地を推進します。地域ブランド
「KASHIBA+」の認定品の拡充や市内外での認知度の向上のためのプロモーション活動を実施します。

運営方法 直営 事業期間 複数年度 （　　　年度～　　　　年度）

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。

部局目標事業に
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。

事業分類 自治事務 根拠法令 企業立地推進条例

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

歳出    事業費（自動計算） 3,813,000 34,500,000 26,000,000 16,400,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 0 0 0 0

国県支出金

地方債

その他

一般財源 3,813,000 34,500,000 26,000,000 16,400,000

負担金補助及び交付金 3,813,000

年度

商工振興費

節

区分 金額

内容
積算

・負補交
　〈エイアンドエス〉
　　雇用促進補助金　1,000千円（2人×50万円）
　　操業支援補助金　1,055千円
　〈小山製作所〉
　　雇用促進補助金　500千円（1人×50万円）
　　操業支援補助金　1,258千円

款 農林商工費 項 商工費 目

予算科目

合計（自動計算） 3,813,000
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令和 3 年度部局目標事業シート
No. 2

事業名 国際交流事業 （既存・拡大）
部局名 地域振興局

施策 14 文化芸術の振興・多文化共生 03140201

主な取り組み 02 多文化理解と国際交流の推進 第５次総合計画前期基本計画

所属名 市民協働課

◆事業の位置付け

政策 03 誰もが等しく、生涯輝き続けるために。（人権・協働・文化） 体系コード

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

基本目標（２）香芝とのつながりを築き、香芝への新しいひとの流れをつくる 基本目標（４）ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な香芝

― ―

◆事業の概要

事務事業 01 文化・国際交流活動事業 64-65 ページ

事務事業の概要 国際交流市民団体や公的機関などと連携し、セミナーやイベント等を開催します。

運営方法 直営 事業期間 （　　　年度～　　　　年度）

期待できる効果
（展望）

CIRを活用した国際交流事業を行い、さまざまな文化のあり方や考え方、価値観、感じ方の違いを認め合える風土を醸成します。
また、本市の外国人住民を対象に、生活支援に関するニーズなどの実態調査を実施することにより、国際交流事業・多文化共生事業の充実を目
指し魅力あるまちづくりにつなげていく。

部局目標事業に
設定する理由
（現状と課題）

現状：国際交流事業として、外国人を講師とし料理教室や国際理解セミナー等を行っていた。
課題：外国人住民の増加のため基礎的な行政サービス提供の必要性が高まってきている。

年度実施内容
・多文化共生施策の検討のため、外国人住民のニーズ調査を実施。
・CIRを活用し、国際交流事業を充実。

事業分類 自治事務 根拠法令

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

歳出    事業費（自動計算） 239,000 129,000 129,000 129,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 0 0 0 0

国県支出金

地方債

その他

一般財源 239,000 129,000 129,000 129,000

消耗品費 100,000

年度 通信運搬費 110,000

文化振興費

節

区分 金額

内容
積算

コピー代9,000円　コピー用紙等8,000円
CIR活動啓発・国際交流セミナー用物品　83,000円
外国人支援ニーズ調査(500世帯分)　郵便代110,000円
●パネル制作（予定）
CIRを活用し、スイスの文化（衣装、食べ物、建物、自然、歴史など）を説明するパネルを制作。公共施設での
展示や、国際交流イベントの際に展示。また、学校等への貸し出しを行う。
●国際交流セミナー・イベント（予定）
①「CIRによるスイス紹介」、「CIRと市内在住外国人との対談」
②「クイズ形式交流イベント」③「スイス紹介ブースの設置（ふれあいフェスタ）」
④「クリスマス装飾制作」
●在住外国人支援ニーズ調査
CIRも活用し(アンケート項目の設定や翻訳)、市内在住の外国人世帯(約500世帯)を対象に、日本での生活
における支援ニーズの調査を行う。
会場借上料4,000円　　CIRイベント機械借上料25,000円

款 総務費 項 総務管理費 目

予算科目 使用料及び賃借料 29,000

合計（自動計算） 239,000
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令和 3 年度部局目標事業シート
No. 3

事業名 観光力向上事業 （既存・維持）
部局名 地域振興局

施策 19 観光の振興 04190201

主な取り組み 02 観光資源の魅力向上 第５次総合計画前期基本計画

所属名 商工振興課

◆事業の位置付け

政策 04 まちの活力と魅力の向上のために。（産業・観光） 体系コード

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

基本目標（１）稼ぐ地域をつくるとともに、安定した雇用を創出する 基本目標（２）香芝とのつながりを築き、香芝への新しいひとの流れをつくる

― ―

◆事業の概要

事務事業 01 観光資源魅力向上事業 76-77 ページ

事務事業の概要 観光名所への案内標識や解説板の設置、保存を目的とした整備等によって、アクセスや快適性の向上を図ります。

運営方法 直営 事業期間 複数年度 （　　　年度～　　　　年度）

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。

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ＳＮＳ活用等による情報発信に取り組み、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

・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マップを活用したＳＮＳ等による情報発信）の実施。
・大和まほろば相撲連絡協議会事業（相撲関連の新商品開発やエリア内の観光本を活用したＳＮＳ等による情報発信）の実施。
・葛城地域観光協議会事業（県内各所に掲示するポスターの制作やＳＮＳ等による葛城地域の情報発信）の実施。
・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（スタンプラリーやお楽しみ抽選会の実施）による市内外からの誘客の増加。
・名所案内看板設置工事の実施。
・文化財観光ガイドアプリの活用による市内観光資源の情報発信強化。

事業分類 自治事務 根拠法令 ―

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

歳出    事業費（自動計算） 3,543,000 3,543,000 3,543,000 3,543,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000

国県支出金

地方債

その他 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000

一般財源 2,243,000 2,243,000 2,243,000 2,243,000

委託料 1,450,000

年度 工事請負費 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：　2市2町広域観光ルート推進協議会負担金　200千円
　　　　　　　　大和まほろば相撲連絡協議会負担金　500千円
　　　　　　　　葛城地域観光協議会負担金　1,000千円
　　　　　　　　奈良遺跡文化財保存活性化財団負担金　93千円

款 農林商工費 項 商工費 目

予算科目 負担金補助及び交付金 1,793,000

合計（自動計算） 3,543,000
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令和 3 年度部局目標事業シート
No. 3

事業名 創業促進事業 （既存・維持）
部局名 地域振興局

施策 17 商工業の振興 04170201

主な取り組み 02 創業の促進 第５次総合計画前期基本計画

所属名 商工振興課

◆事業の位置付け

政策 04 まちの活力と魅力の向上のために。（産業・観光） 体系コード

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

基本目標（１）稼ぐ地域をつくるとともに、安定した雇用を創出する 基本目標（２）香芝とのつながりを築き、香芝への新しいひとの流れをつくる

― ―

◆事業の概要

事務事業 01 創業促進事業 71-73 ページ

事務事業の概要 創業者支援制度や香芝市商工会と連携して実施する創業セミナー等により、市内の創業希望者を育成・支援します。

運営方法 直営 事業期間 複数年度 （　　　年度～　　　　年度）

期待できる効果
（展望）

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

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、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創業促進補助金を交付する。
・創業促進アドバイザー派遣制度や創業資金融資利子(保証料)補給金制度により本市での創業者を支援する。
・商工会と連携し、商工会主催の創業塾を支援する。

事業分類 自治事務 根拠法令 ―

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

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

財源内訳

特定財源（自動計算） 0 0 0 0

国県支出金

地方債

その他

一般財源 5,180,000 5,180,000 5,180,000 5,180,000

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

合計（自動計算） 5,180,000


