
養父市長 ひろせ栄政策綱領はどんだけ進んどるん！？  

《３期目の市長の自己評価》Ⅲ  

■  はじめに  

 

３期目の市政運営を担って３年 10 ケ月、1 期より通算 1１年 10 ケ月が経過し

ました。現在、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症に関して但馬地域でも陽性者が確認され、不安な

状況にあります。全国的な収束を見るまで「新しい生活スタイル」が求められます。  

今冬の暖冬・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策事業において、市民の皆さまにご協力頂きま

した行政改革による財政調整基金を原資とすることが出来ました。市民の皆さまに

改めて感謝申し上げます。  

 

今回の政策綱領自己評価は、昨年に引き続き「養父市創生総合戦略」「国家戦略特

区」に加え、「第２次養父市総合計画」の評価・実績と単位施策の関連性に基づき集

計・分析致しました。  

令和元年度まち・ひと・しごと・ふるさと養父市創生総合戦略の評価については、

令和元年９月 27 日付で報告のあった「まち・ひと・しごと・ふるさと養父市創生

総合戦略検証委員会」の検証結果報告を踏まえて以下のとおりとします。平成 30

年度末の人口は 23,510 人（住民基本台帳ベース）で、昨年度と比較して 534 人

の減となりさらに厳しい状況です。戦略の５年目を迎えますが、人口減少の抑制に

至っておらず、様々な課題も見えてきています。検証委員会の検証結果を踏まえ、

各施策の見直しと改善を行うとともに、次期戦略に向けた新たな展開を見据え、人

口減少に対し効果的な取組を強化していきます。今後も持続可能なまちづくりに向

けて、市民を始め関係者の皆様とともに、養父市の魅力について考えながら、 国家

戦略特区への取組をはじめとしたこれまでの施策を強化しつつ結合させるなど未来

図を描きながら、地方創生実現に向けて更なる改善を進めていきます。  

 

■  創生総合戦略の実績   

基本目標  指   標  数値目標（R1） 
実績（R1）  

※（  ）昨年  

1 “住みたいまち”  に  社会増減  ▼100 人  
▼181 人  

（261 人）  

2 
“チャレンジできるまち”  

に  

・雇用創出数  

・起業・創業件

数  

40 人/年  

10 件/年  

48 人（15 人） 

9 件（7 件）  

3 “子育てしたいまち”  に  出生数  154 人/年  
128 人  

（131 人）  

4 “健康長寿のまち”  に  

介護を必要と

しない人の年

齢  

85 歳  
83.62 歳  

(83.73 歳 )) 

 

■  令和元年度国家戦略特区の経過と実績  

規制改革メニュ－  実績と進捗状況の例（Ｒ１年度）  

1 
農業委員会と市町村の事務

分担  
許可申請件数 51 件＜参考＞H30 年度：53 件  

2 農業生産法人の要件緩和  

総営農面積約 51.1ha、＜参考＞H30 年度：46.6ha 

特区事業者による大規模プロジェクトが始動、  

雇用状況 95 人＜参考＞H30 年度：85 人  



３  
企業による農地取得の特例

（農地法の特例）  

企業の農地取得状況特例を活用した企業の農地取

得面積合計約 1.64ｈａ（R2.3.31 時点）  

4 農業への信用保証制度の適用  融資総額：のべ１億 5,200 万円  

5 
農家レストランの農業地区域

内設置容認  
農家レストラン「中村屋」令和元年 7 月オープン  

6 
歴史的建築物に関する旅館業

法の特例  

H30 年度：  

「大屋大杉」の利用状況宿泊者数：136 人（11.3 人/月）  

  

7 
高年齢者等の雇用の安定等に

関する法律の特例  

養父市シルバー人材センター会員（派遣）の就労状況  

○会員の最大１週間実労働時間 29 時間  

（H30 年度：31 時間）  

○週 20 時間以上就労した会員数 20 人（H30 年度：

21 人）  

8 

NPO 法人の設立手続きの迅

速化に係る特定非営利活動促

進法の特例  

養父市での実績設立件数：１件  

※ＮＰＯ法人養父市マイカー運送ネットワーク  

9 

過疎地域等での自家用自動車

の活用拡大（道路運送法の特

例）  

「やぶくる（自家用有償観光旅客等運送事業）」の利用

状況 :○利用件数 305 件（R2.3.31 時点）  

＜参考＞  H30 年度稼働日数：169 件  

「やぶくる」の新たな取組 :〇スクールやぶくるが始動  

10 

テレビ電話による服薬指導の

特例（医薬品医療機器法の特

例）  

オンライン診療・オンライン服薬指導の登録状況  

○登録件数：2 医療機関、3 調剤薬局  順次拡大中  

職場での遠隔服薬指導を実現  

 

■  第２次養父市総合計画の進捗状況  

 

40 指標のうち、１４指標（35%）で 10 年後の目標値を、6 指標（15%）で 5

年後の目標値を達成し、8 指標 (20%)で策定時以上の数値となっています。  

以上から、５年後の目標値を超えるものは 20 指標 (50%)、策定時から数値の伸

びが見られる指標を含めると 28 指標 (70%)となり、指標からは概ね進展を見るこ

とができました。  

令和３年度以降に策定を予定している新計画では、進捗状況が把握可能な、定量

的な指標を設定することを検討いたします。  

 

５つの柱  
    

①「生きる力」を生涯学ぶまち  ４  ０  ２  ２  

②人と自然と文化を活かし、多くの人が訪れるまち  ３  ０  ３  ２  

③赤ちゃんからお年寄りまで、安心して暮らせるまち  2 ２  1 3 

④意欲を持って働き、未来を拓くまち  ４  2 1 １  

⑤互いに協力し、支えあうまち  １  ２  1 4 

合計（４０指標）  14 6 8 12 

 

 
10 年後目標値達成  

 
５年後目標値達成  

 
策定時以上  

 

未達成  

測定不能  



市制 1６年が経過し、合併算定による地方交付税が漸次縮減される中、不断の行

政改革によって、財政の健全化（令和元年度：実質公債費比率；5.6％）が達成さ

れたとはいえ、暖冬・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症拡大防止の影響もあり、市政運営は以前に

もまして厳しい状況であることに変わりはありません。「国家戦略特別区域」指定か

ら６年、養父市は、休耕田・耕作放棄地の再生、農地の流動化の促進、農業生産法

人の設立、企業による農地取得など、中山間地域農業のモデルとして徐々に効果が

表れているほか、テレビ電話による服薬指導や“やぶくる”、農家レストランなど、

農業関連以外の分野の規制緩和にも取り組みを広げています。さらに、新たな規制

緩和も提案中です。今後は、国家戦略特区事業の効果や利益が地域へ還元され、市

民が実感出来るよう、進展させなくてはなりません。  

「農業特区」を活かし、中山間地域における農業が魅力ある産業となるよう推し

進めることが、市が抱える最も根源的で緊急を要する課題である「人口減少問題」

と「地域の経済力の問題」を総合的に解決する糸口と捉え、私の信念である「地域

の新たな生命 (いのち )を育むまち：産業を育み  人を育む」  

基本政策 2 つの柱  

一つ目は、「住んでみたい、住んでよかったと思えるまちづくり」  

二つ目は、「市民と一緒につくるまちづくり」  

の実現に向けて、「養父市創生総合戦略」「第 2 次総合計画」との整合性を図りな

がら、精力的に施策展開を図ってまいりました。  

 

ひろせ栄政策綱領（選挙公約）に掲げた２つの柱、合計１10 の事業の進み具合

を取りまとめました。3 期の施策検証結果を広く市民の皆さまにお伝えいたします。 

 

 

■  総合評価：８０点となりました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2040 年頃の「養父市未来図」から逆算し顕在化する諸課題に対応するために  

必要な行政体制に関する基本的な考え方  

 

第 32 次地方制度調査会第 5 回総会の答申（案）内容に基づき、「養父市の 2040 年

頃にかけて顕在化する変化・課題」と「目指すべき養父市行政の姿」を考察しました。  

 

 

1. 2040 年頃にかけて顕在化する変化・課題  

 

(1) 人口構造の変化と課題  

養父市の人口は、現状のまま推移するとすれば、2010 年（H22）の 26,501 

人から 2040 年（R22）には 15,790 人へと減少します。2060 年 (R42)に

は 9,876 人となると推計されます。65 歳以上人口は 2015 年 (H27)をピーク

に減少していきますが、65 歳以上人口比率（高齢化率）は上昇を続け、2050 年

(R32)には 45％を超えます。  

15～49 歳女性（出産年齢人口）が激減するため、全国に比べて高い出生率の

まま推移しても出生数は増えません。  

（まち・ひと・しご創生総合戦略  養父市人口ビジョン  平成 27年 10月策定）  

 

(2) インフラ・空間に関する変化と課題   

①公共建築物  

本市が所有する建築物は、約 350 施設、650 棟、総延床面積は約 26 万㎡あ  

り ,市民一人当たり換算すると約 10.11 ㎡となり、同等規模の自治体の全国平均

5.24 ㎡※と比較すると約 1.93 倍多くなっています。  

また、このうち一定の大規模改修が必要とされる築 30 年以上経過した建物は

３割にのぼり、今後、老朽化に伴う維持補修や更新等に多額の投資が必要となる

ことが見込まれます。  

なお、用途別の延床面積では、学校施設が最も多く全体の約 26％、次いでス

ポーツ施設が約 12％、公営住宅が約 11％、レクリエーション施設・観光施設

が約 7％と続いており、この４分野の施設で全体の約 60％を占めています。  

 

②インフラ資産  

本市が所有するインフラ資産には、道路（市道、農道、林道）、橋りょう、上

水道（上水道、簡易水道）、下水道（公共下水道、農業集落排水処理施設、コミ

ュニティ・プラント施設、小規模集合排水処理施設等）などがあり、いずれも市

民生活や産業の基盤、地域の経済活動の底支えとなる公共施設ですが、広い市域

に集落が点在する地域特性から、延長や箇所数など保有量は多くなっています。 

また、このうち上水道、下水道の管路整備は主に平成に入ってから集中的に行

われましたが、橋りょうについてはその多くが 1960 年代から 90 年代までの

高度経済成長後期に整備され、耐用年数の目安とされる 60 年を超えるものが多

数を占めていることから、今後老朽化に伴う安全性の低下への対策とともに、更

新に多額の投資が必要となることが見込まれます。  

（養父市公共施設等総合管理計画：平成 28 年３月策定）  

 

 



 

(3) 技術・社会等の変化と課題  

①  日本は今、超スマート社会「Society（ソサエティ）5.0」が第 5 期科学技術基

本計画において定義され、その実現を目指すとされました。  

 これまでの社会は、狩猟社会（Society1.0）、農耕社会（Society2.0）、工

業社会（Society3.0）、情報社会（Society4.0）と進化し、AI（人工知能）、IoT

（モノのインターネット）などの最新テクノロジーを活用し、少子高齢化、地域

格差、貧富の差などの課題を解決し、一人ひとりが快適に暮らせる社会を実現し

ようとするのが Society5.0 です。  

 Society5.0 の時代を歩むためには知識を進化させるとともに、使いこなすた

めの知恵の進化も必要です。ＡＩ（人工知能）やＩoＴ（モノのインターネット）

に使われて人らしさを失ってはせっかくの先端技術も人に幸せをもたらすこと

にはなりません。  

（平成 31 年施政方針：平成 31 年３月）  

 

②ライフコースや価値観の変化・多様化   

少子化の根本的な原因は子どもを産み育てられる世代の女性人口が減少して

いることにあるといわれています。このような世代の女性に選ばれて、住んでい

ただけるためには、固定的性別役割分担意識、「男は仕事、女は家庭」、「女だ

から」、「男だから」といったように性別により無意識のうちに可能性を制限す

るような考え方の解消、すなわち、女性への潜在的差別、ジェンダーギャップ（性

別の違いにより生じる様々な格差）の解消のため、男女共同参画の推進を強力に

進める必要があります。  

 

③大規模災害のリスク   

  全国的に多発している災害など不測の事態への対応を計画的かつ効果的に進め

るためには、より一層中長期的な展望に立った財政運営を図ることが求められま

す。  

  また、近年の異常気象による猛暑や局地的な豪雨、記録的な雪不足、あるいは

大規模地震など、全国各地で甚大な被害や経済的な損失をもたらす自然災害が多

く発生しております。現在まで、防災減災に向けた取組を進めているところでは

ありますが、異常気象を巻き起こす原因は気候変動といわれ、温暖化防止をして

いかなければなりません。環境を考える学習機会の創出、環境に対する取組の強

化など積極的に進めなければなりません。   

（令和２年施政方針：令和２年３月）  

 

(4) 変化・課題の相互の関係  

各分野において多くの課題が潜在化・顕在化することが予想されます。  

国の「第 2 期まち・ひと・しごと創生総合戦略」に示される、「新しい時代の

流れを力にする」、「多様な人材の活躍を推進する」という 2 つの横断的な目標

をおいて施策を進めることにより、これらの課題の現れ方を穏やかにし、解決し

てゆくことが可能だと考えます。  

 

 

 



2. 目指すべき養父市行政の姿  

 

(1) 地方行政のデジタル化  

①  国・地方を通じた行政手続のデジタル化  

②  地方公共団体の情報システムの標準化  （住民基本台帳、税務等の分野における

基幹系システム）  

③  ＡＩ等の活用  

④  人材面での対応  

⑤  データの利活用と個人情報保護制度  

 

(2) 公共私の連携  

①  連携・協働のプラットフォームの構築  

②  民間人材と地方公務員の交流環境の整備  

③  地縁法人制度の再構築  

④  地域人材の確保・育成  

⑤  外部人材の活用  

⑥  活動資金の確保・多様化  

 

(3) 地方公共団体の広域連携  

①   広域連携による基礎自治体の行政サービス提供  

②   多様な広域連携の取組による生活機能の確保  

③   定住自立圏  

 

3. 総括  

新しい感染症の発生により人々の生活のありようが問われています。新しい生活

様式が生まれようとしています。生活は「衣･食･住」、「教育･文化、生産･経済、医

療･福祉」等々全ての分野にわたります。その全てで新しい取り組みが必要となって

きます。予期しないことが起きてもしなやかに適切な対応ができ、豊かで安心して

住むことができるようまちづくりを行う必要があります。そのためには「思いやり

の距離」を保ちつつ、未来を見越したまちづくり施策の展開とそのまちづくりを担

う子どもたちの教育と健全育成を行わなくてはなりません。2040 年頃にかけて生

じる資源制約等に的確に対応できるよう養父市の未来図を描き、バックキャスティ

ングの手法で施策展開することが目指すべき養父市行政の姿です。  

 

 

※参考、引用：第 32 回地方制度調査会答申（案）；令和２年６月 17 日  

 


