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令和３年度 山本市政における新たな取組

ごあいさつ

令和3年度は市町合併から15年が経過し、普通交付税の合併特例の終了や国勢調査の人口減の
反映、さらには新型コロナウイルス感染症の影響もあって、財政運営の根幹となる市税及び普通
交付税の増収が見込めない中ではありますが、歳入に見合った歳出「入るを量りて出ずるを為
す」を大原則として、更なる行財政改革による健全財政を堅持しつつ、優先順位に基づいた選択
と集中により、新たな時代に適応した市政運営に全力を尽くす覚悟でございます。
令和3年度に取り組む新規事業等の一部をお知らせいたします。

子育て支援

にぎわい創出・都市基盤整備

＊はつらつマタニティサポート事業

＊龍野IC周辺まちづくり基本調査事業

＊がんばる児童・生徒応援事業

＊6次産業化市場規模拡大対策事業

産前産後において、妊産婦が利用される家事支援料金、タク
シー料金、妊婦健康診査料金の一部を補助します。
中学生の英語能力の向上のため、英語検定の検定料補助及び
ALT（外国語指導助手）を派遣します。また部活動の外部指導者
を派遣し、部活動の充実及び、小学生の体力向上を図ります。

＊高校生等医療費助成事業

高校生等を対象に、入院保険診療費に係る自己負担額の全額を
助成します。

＊GIGAスクール構想促進事業

山陽自動車道龍野IC周辺地区において、新たな商業地を創設
するための基本調査等に着手します。
6次産業化に取り組む事業者に対して、市場規模拡大を目的と
した施設整備や体制整備を支援します。

＊竜野駅周辺整備事業

・駅前北広場（R3）、駅前南広場（R3〜4）
・駅 舎改 築…基 本 協定（R3）、詳 細 設 計（R4）、駅 舎改 築
（R5〜6）、供用開始（R7）
・道路整備…一部、用地買収が困難なため、土地収用を検討中

児童生徒1人1台のタブレット端末環境に合わせてデジタル教
科書・ドリルを導入します。

【拡充】子育てつどいの広場事業、とことんたつのキッズ応援事業、ファミ
リーサポートセンター運営事 業、インフルエンザ予防接種助成事
業、妊活サポート事業など
【継続】学校給食費補助事業、はつらつベビーまごころ便事業、祝入学支援
事業、私立保育所等保育士処遇改善事業など

高齢者等支援
＊高齢者ゆるやかな見守り支援事業

IOT機器を使った高齢者の見守りに関する実証実験を行い、新
しい生活様式に対応した高齢者の見守りとフレイル予防につ
いて検証します。

＊はいかい高齢者等おでかけリスクゼロ事業

はいかいのおそれがある高齢者が起こした事故により、第三
者に法律上の損害賠償責任を負った場合に、市が加入する損
害賠償保険によりその損害を補償します。

＊障害者スポーツ促進事業

たつの市スポーツ推進計画に沿って、ニュースポーツや障害
者スポーツの普及促進を図ります。

＊高齢者おでかけ支援事業

既存タクシー利用券の交付を受けていない75歳以上の高齢者
がおられる世帯に対して新たにタクシー利用券を交付します。

【拡 充】生 活困 窮者自立 支 援 事 業、高齢 者タクシー事 業、障 害 者福 祉タク
シー利用料助成事業、障害児通所支援事業など
【継続】
特定健康診査事業、
障害者自立支援給付事業、
健康増進施設整備事
業など

＊浸水対策事業

・宮内1号雨水幹線…県道宍粟新宮線
（宮内バイパス）
と同時施工
実施設計（R3）、用地補償（R4）、工事（R5〜7）
・片島、
ひばりヶ丘地区浸水対策…ゲートポンプ基本設計
（R3）
、
ゲートポ ンプ 詳 細 設 計（R 4）、ゲートポ ンプ用 地 買収・
工 事（R 5 〜 6）

【拡充】まるごと就職支援事業、漁業経営構造改善事業、ぐるっと観光アク
ティビティ事業など
【継続】企業立地奨励事業、創業支援事業、IT関連事業所開設支援事業、町
並み環境整備事業、観光誘客戦略事業など

新型コロナウイルス感染症への対応
＊感染症拡大防止対策

・新型コロナウイルスワクチン接種…「新型コロナワクチン接
種対策チーム」の組織を強化し、希望する全ての市民が円滑
にワクチン接種できるよう取り組みます。
・公共施設の感染症対策（保育所、こども園、幼稚園、子育てつ
どいの広場、小・中学校、放課後児童クラブ、高齢者施設）

＊経済対策

「お得にたつの観光キャンペーン」
を令和3年6月まで延長します。
「たつのふるさと応援商品券」を４万冊追加発行します。

※新型コロナウイルス感染症対策につきましては、感染状況に応じ機動的に対応してまいります。
※これら事業をはじめ、約450事業（事業費約111億3千万円）を丁寧かつ着実に推進してまいります。

「山本市政における県・国への要望等実績」
平成29年11月市長就任し、長年にわたり懸案となっている河
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このように、
市長に就任し、強く要望活動を続けた結果、長年の

事業として令和3年度から事業開始となり、
併せて市施工の宮内

懸案であった河川・道路等事業は、
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次に、国においては、林田川の中井橋〜姫新線付近
（龍野町中

兵庫県分
（河川事業）
○山根川（龍野町末政〜日飼）
・・・・・・・・・・・・・・・H30 〜 R8年度 ➡
○前川（揖保川町市場〜金剛山）
・・・・・・・・・・・・・・・H30 〜 R27年度
○富島川（御津町苅屋）
・・・R元〜 R5年度

（道路事業）
○網干たつの線（令和跨線橋）
・・・H30 〜 R元年度
○桑原北山揖保川線（揖西町龍子〜揖保川町二塚）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H30 〜 R元年度
○岩見揖保川線（御津町岩見）
・R元〜 R3年度
○【新規】宍粟新宮線〔宮内バイパス〕
（新宮町新宮）➡
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・R3 〜 R7年度
○
【新規】本龍野富永線（龍野町富永）
・・・・・・・・・・・R3 〜 R7年度

（砂防事業）
○川端川（新宮町香山）
・・・・・H30 〜 R元年度
○奥垣内川（龍野町中井）
・・・・・・・・H30年度➡
○入野川（神岡町入野）
・・・・・H30 〜 R2年度
○南山谷川（御津町中島）
・・・H30 〜 R2年度
○榎谷川（新宮町宮内）
・・・・・H30 〜 R5年度
○谷川（揖西町小神）
・・・・・・・H30 〜 R4年度
○坊垣内川（新宮町篠首）
・・・・・・・・・・・・・・・・・H30 〜 R6年度
○福田川（誉田町福田）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H30 〜 R6年度
○住吉川（揖西町住吉）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H30 〜 R6年度

（急傾斜地崩壊対策事業）
○新宮(1)地区（新宮町新宮）
・H30 〜 R4年度
○伊津地区（御津町岩見）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・H30 〜 R2年度➡
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○新舞子(2)地区（御津町黒崎）
・・・・・・・・・・・・・・H30 〜 R2年度
○吉島地区（新宮町吉島）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・H30 〜 R3年度
○福田(1)地区（誉田町福田）
・・・・・・・・・・・・・・・・H30 〜 R4年度

（海岸事業）
○御津海岸（御津町苅屋）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・H30 〜 R5年度

（その他）
○旧新宮高校跡地利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・R3年度〜

国土交通省分
（林田川河川改修）
【中井橋〜姫新線付近】
○赤井頭首工工事・・・・・・H30 〜 R2年度➡
○中井地区樋門工事・・・・・・R2 〜 R3年度
○中井〜末政築堤工事・・・・R2 〜 R5年度

（馬路川河川改修）
【揖保川との合流点】
○馬路川排水機場ポンプ設備増設工事
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・R2 〜 R3年度➡

（揖保川河川維持）
【新宮、觜崎、正條、市場、東用地区】
○堆積土砂撤去、樹木伐採工事・・・・・・・・・・・・・・H30 〜 R3年度

（栗栖川河川改修）
【旧新宮高校横側】
○築堤・橋梁等整備工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・R3年度〜
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