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１ 基本方針 

 

１． 基本的な考え方 

 

 安倍内閣が打ち出した経済政策、アベノミクスは、大胆な金融政策、機動的な財

政政策、民間投資を喚起する成長戦略、いわゆる三本の矢を着実に打ちつつあり、

現下では、民間投資を喚起する成長戦略が論点となっています。その中にあって、

わが市は、成長戦略の具体的な政策である、国家戦略特区の区域指定を５月に受け

「養父市 中山間農業改革特区」の具現化に向けて、“養父市国家戦略特別区域計

画”を立案し、岩盤規制などへの挑戦を続けているところです。 

  その国家戦略特区の推進に取り組みながら、進行している人口減少に歯止めをか

けるため「地方創生」への取り組みも進めていきます。養父市のような過疎の中山

間地域においては特に「少子・高齢化」や「若者流出」による「人口減少」は大き

な問題であります。 

国も地方の人口減少に歯止めをかけるための取り組みを始めておりますが、特に

「やる気のある」自治体には支援をすると表明していただいております。とりわけ

養父市は国家戦略特区指定により国から大きな期待を寄せられておりますので、そ

れに応えるべく「まち・ひと・しごと・ふるさと養父市創生本部」を設立し、国家

戦略特区を含めた地方創生の推進に全力を尽くします。  

養父市の地方創生の目的は「人口減少問題」と「地域経済力の衰退」という二つ

の課題の解決であります。このため、平成２７年度は「まち・ひと・しごと・ふる

さとの創生」を市政テーマとして定め、このテーマを実現すべく「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」の基本方針は昨年度に引き続き

継続します。その中で職員・市民で知恵を出し合い、例えば多子世帯の保育料負担

軽減の子育て支援策など新たな仕掛けも積極的に展開していきます。 

  平成２６年度は市制発足１０周年を迎えた節目の年でした。この１０年間で徹底

した行財政改革により財政を健全化させ、力を蓄えてきました。平成２７年度にお

いても、これまで行ってきた行財政改革の手綱を緩めることなく、限られた資源を

有効活用しながら、養父市総合戦略により新たなまちの姿を描き、地方創生の推進

を中心とした市政運営を進め「住んでいたい・住んでみたい」魅力あふれるまちづ

くりを行います。 
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２． 平成２７年度の市政運営の方針 

 

 平成２７年度市政運営のテーマは 

 「まち・ひと・しごと・ふるさとの創生」とし、それを推進するため 

  

１． まちの創生 

２． ひとの創生 

３． しごとの創生 

４． ふるさとの創生 

５． 国家戦略特区の推進 

 

以上の５つを柱とし、施策を展開していきます。 

 

 

２ 基本政策（５つの柱） 

 

１． まちの創生 

「住みたい」「住み続けたい」と思える「まち」の活性化を図る。 

 

〇 ケーブルテレビ民間化事業           【新規】  360,000 千円 

民間事業者による基盤整備（光ファイバー敷設）において、難視聴地域 

を対象として、その整備費の一部を補助する。 

 

〇 新告知放送整備事業           【新規】  566,800 千円 

新しい防災行政告知システムを導入し、告知端末を全世帯に設置する。 

 

〇 伝統的建造物景観調査事業          【継続】     2,910 千円 

大杉地区の３階建養蚕集落の保存対策に向け、地域住民の合意形成を 

図り、大屋地域の他の文化財や観光資源と連携した保存対策調査を行う。 

 

〇 歴史的建築物活用事業            【新規】     3,330 千円 

  大杉地区内の古民家を宿泊施設として再生する事業への補助を行う。 
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〇 橋梁長寿命化事業                【拡充】   135,000 千円 

           橋梁総点検・及び計画的な修繕、架け替えを行う。 

      

    〇 通学路安全対策事業         【継続】   10,000 千円 

     通学路の安全確保のため市道の危険個所対策を行う。 

    

 

２． ひとの創生 

子育て、定住などの環境整備を促進し、養父市をつくる人材を育てる。 

 

〇 多子世帯保育料負担軽減等事業      【新規】    59,000 千円 

多子世帯における認定こども園、幼稚園、保育所（園）保育料の負担軽減 

を図り、子育て支援を行う。 

※小学校６年生までの子どもがいる世帯で、第２子半額、第３子以降無料とする。 

  

〇 教育振興事業（小・中）          【拡充】     28,068 千円 

「先人教育」の推進などにより、児童生徒が養父市を誇りに思えるような 

教育を推進していく。また、「スマートフォン等利用に係る非行及び犯罪被

害防止対策事業」の実施により、子どもたち自身でスマートフォンやゲーム

の利用に関するルールづくりを進めていく。 

 

〇 養父市高校生通学補助事業        【拡充】    5,800 千円 

平成 27 年度入試から通学区域が広がることにより、遠距離通学する高校 

生が増えることが予想されるため、バス通学への補助に加え、鉄道について

も補助対象とする。 

    

〇 乳幼児・こども医療費助成事業費        【継続】     80,079 千円 

乳幼児から中学校3年生までの通院、入院にかかる医療費を全額助成する。 

     （市単独分 44,000 千円）  

 

    〇 出産準備金助成事業             【継続】     4,800 千円 

     出産を控える世帯に対し経済的支援を行うことにより、養父市で出産さ 

れる子どもの増加を図る。 

    

〇 子育て世代包括支援センターの設置      【新規】      4,488 千円 

     誰もが安心して妊娠・出産・子育てができるような環境を実現するため、 
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    ワンストップで妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関す 

    る相談に対応できる体制を整え、子育て世帯の安心感を醸成する。 

 

〇 やぶ医者プロジェクト事業        【拡充】    58,737 千円 

公立八鹿病院および市立診療所の医師確保を図るため医学生への特別修 

学資金補助や採用医師への就業支度金貸与などを行う。 

 

〇 定住促進対策事業            【継続】     22,810 千円 

       定住奨励金や空き家バンク制度の運用により、養父市への交流・定住の 

促進化を図る。 

 

〇 若手職人育成事業            【継続】     1,800 千円 

      建設業界における担い手不足を解消するため、若手職人の技能取得を支 

援することにより建設業への定着を図り、また当市からの若者流出を防ぎ、 

定住促進を図る。 

 

〇  やぶっ子夢プラン事業（小・中）      【継続】     2,553 千円 

    「山の学校」「ふるさと教室」をとおして、養父市に誇りを持ち、養父 

市を担っていく人材を育成する。 

 

 〇 ダンス普及推進事業            【継続】     1,200 千円 

      ダンスの教室を開催し若者が集うまちづくりを図る。 

 

 

３． しごとの創生 

田舎で働く、起業するといったライフスタイルの提案を行う。 

 

〇 担い手総合支援事業           【拡充】    21,039 千円 

         農地中間管理事業による担い手のいない農地の集積や青年就農給付金に 

よる新規就農者の生活支援を行うことにより農業の担い手を育成・支援す

る。 

         

〇 実践型地域雇用創造事業         【継続】     10,000 千円 

      養父市地域雇用創造協議会が事業主体となり、「農業」「観光」「食品加 

工」を重点分野に事業創造や商品開発をサポートし、併せて「人財を創造 

する」をテーマに多様なセミナーを開催し、地域産業と人材を結ぶ。 
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    〇 氷ノ山国際スキー場整備事業      【継続】    214,400 千円 

  スキー場への入山者の増加を促進し、地域経済の活性化を図るため、氷 

ノ山国際スキー場の設備（ペアリフト、レストハウス、降雪機、駐車場） 

の整備を行う。 

 

〇 企業等振興奨励事業          【拡充】    32,500 千円 

  市内の商工業者や養父市へ企業立地した企業を支援することにより、産 

業振興と雇用の拡大を図る。 

  

       〇 高齢者生きがい活動支援事業       【拡充】       10,860 千円 

     （公社）養父市シルバー人材センターが取り組む空き家・空き農地を活用

した交流・定住を促進する事業などを支援する。       

 

４．  ふるさとの創生 

「ふるさと」として誇りをもてるまちづくりを目指す。 

 

〇 地域自治協議会運営事業        【継続】    97,051 千円 

      「市民主体」「相互協働」「地域尊重」の原則によるまちづくりを推進

するため小学校区を単位とした地域自治組織の育成を図る。平成 26 年度

で 18 の対象地域全てに地域自治組織が設立された。 

 

〇 史跡八木城跡整備事業         【新規】      11,000 千円 

      国指定文化財である八木城跡を活用するため、殿屋敷地区を歴史公園 

として整備し、八木城跡を地域振興、観光振興に資する条件整備を行う。 

  

    〇 地域おこし協力隊           【新規】       13,936 千円   

      地域のまちづくり、都市との交流促進のため地域おこし協力隊を展開す 

る。 

      

〇 ふるさと納税推進            【新規】       2,528 千円 

      ふるさと納税の記念品展開により養父市の魅力を発信する。 

  

５．  国家戦略特区の推進 

国家戦略特区の推進に関連する事業を展開する。 



6 

 

  

〇 地方創生・国家戦略特区推進事業       【新規】        616 千円 

   新産業会議、特区推進に係る事務費を計上した。 

 

〇 国家戦略特区農業保証融資         【新規】       2,800 千円 

        商工業とともに養父市内で農業を営む中小企業者・農事組合法人又は個 

人に必要な資金融通を促進する。 

 

〇 歴史的建築物活用事業      （再掲） 【新規】       3,330 千円 

大杉地区内の古民家を宿泊施設として再生する事業への補助を行う。 

 

〇 担い手総合支援事業       (再掲) 【拡充】     21,039 千円 

      農地の集積や新規就農者の生活支援を行うことにより農業の担い手を育 

成・支援する。 

・就農就労包括支援給付金による支援（720 千円） 

・“知と創造”農学セミナー運営費  （200 千円） 

    

〇 農産物特産開発事業               【拡充】     20,715 千円 

       農産物のブランド化、6次産業化を推進する。 

          

〇 美しい村づくり利子補給         【新規】      788 千円 

           養父市内で行う農業生産及び６時産業化等の取り組みを支援するため、 

県が実施する美しい村づくり資金の貸付利率を無利子化する。 

 

    〇 養父市総合戦略策定           【継続】       

     「地方創生」を確実に実施するため早期の策定を目指す。      
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３ 新年度予算の概要 

１． 新年度予算の要点 

（１）特殊要因を除く一般会計予算は 2億 7,700 万円の増 

平成 27 年度の一般会計当初予算は 191 億 8,200 万円で、平成 26 年度当初予算

の 182 億 2,000 万円と比較して、9億 6,200 万円増加した。 

基金積立て 4 億 100 万円、一般会計の繰上償還（補償金を含む。）16 億 4,300

万円の特殊要因を除いた比較では、平成 26 年度 168 億 6,100 万円に対して、平

成 27 年度 171 億 3,800 万円となり、実質で 2億 7,700 万円の増（1.6％）となっ

ている。 

＜一般会計の予算前年度比較＞              （単位：百万円） 

 

※ 特殊要因／基金積立金及び公債費のうち繰り上げ償還 

（２）特別会計は 3億 1,500 万円の増、企業会計は 200 万円の減 

特別会計の当初予算は 106 億 6,000 万円で、平成 26 年度当初予算 103 億 4,500

万円と比較して 3億 1,500 万円の増加となっている。 

企業会計の当初予算は 3 億 1,300 万円で、平成 26 年度当初予算 3 億 1,500 万

円と比較して 200 万円の減少となっている。 

＜平成 27 年度当初予算＞           （単位：百万円、％） 

区 分 H27 当初ａ H26 当初ｂ 増減額ａ-ｂ 増減率（ａ－ｂ）/ｂ

一般会計 19,182 18,220 962 5.3

特別会計 10,660 10,345 315 3.0

企業会計 313 315 ▲2 ▲0.6

合 計 30,155 28,880 1,275 4.4

国県支出金 地方債 その他

一般会計予算額 19,182 2,295 1,587 1,644 13,656

特殊要因 2,044 50 425 1,569

特殊要因除き 17,138 2,295 1,537 1,219 12,087

一般会計予算額 18,220 2,300 685 1,434 13,801

特殊要因 1,359 50 35 1,274

特殊要因除き 16,861 2,300 635 1,399 12,527

一般会計予算額 962 ▲ 5 902 210 ▲ 145

特殊要因 685 0 0 390 295

特殊要因除き 277 ▲ 5 902 ▲ 180 ▲ 440

増
減

区　　分 予算額
特定財源

一般財源

２
７
年
度

２
６
年
度
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２． 歳入の見込み 

（１）市税 

固定資産税については、評価替えの影響等により 6,400 万円の減収を見込む。 

個人市民税は公務員等の給与アップを見込み増額、法人市民税については主要企

業の納税額見込みの増により増額している。市税総額では 700 万円の増額を見込

んでいる。 

 

 

 

（２）国からの各種譲与税・交付金等 

地財計画により見込む。特に地方消費税交付金について、消費税率アップの影 

響により３億 8,000 万円（１億 2,000 万円増）を見込んでいる。譲与税・交付金

総額では 1億 1,800 万円の増額を見込む。 

 

 

 

（３）地方交付税 

普通交付税は、平成 27 年度から合併算定替の段階的縮減が始まること、平成 27

年度地方財政計画における改正点などによる基準財政需要額の減額及び法人税割

の増収に伴う基準財政収入額の増額見込みにより 4 億円減額の 90 億円を見込む。

特別交付税においては、平成 26 年度の決算見込みと同額の 10 億円を見込み、地

方交付税総額では前年度当初との比較で 2億円の減額を見込んでいる。 

    

 

 

３． 歳出の見込み 

（１）建設事業 

第2次及び第3次養父市行政改革大綱に定められた中期の起債及び一般財源の

計画上限枠を堅持する。そのため主要な事業は審査を行い、喫緊の課題に対処す

るとともに、他資金の確保に努め、優先度の高い事業から実施する。 

平成 27 年度はケーブルテレビ民間化事業（3 億 6,000 万円）、新告知放送設備

導入事業(5 億 6,700 万円)など大型事業の実施が予定されており、対前年度と比

べ 5億 3,400 万円の増額となっている。 

 

 

(H26)  4億5,300万円 → (H27) 5億7,500万円  1億2,200万円（26.9 %）

(H26) 102 億円 → (H27)100 億円    ▲2 億円（▲2.0%） 

(H26) 19 億 8,700 万円 → (H27)25 億 2,100 万円    5 億 3,400 万円（26.9%）

(H26) 23 億 4,600 万円 → (H27)23 億 5,300 万円    700 万円（0.3 %）
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（２）市債残高 

建設事業に係る起債と臨時財政対策債、過疎対策事業債（ソフト分）により、

新規発行額は 25 億 1,200 万円となる。償還額は、繰上償還分 15 億 8,000 万円を

含め、全会計で53億 1,400万円となる。これにより平成27年度末残高見込みは、

前年度と比べ 28 億 200 万円減少する。 

 

 

 

＜市債残高＞       （単位：百万円） 

区 分 

H26 末 

残高見込 

Ａ 

H27 中の異動 H27 末 

残高見込 

Ｂ 

増減額 

Ｂ－Ａ 

１人当たりの

残高※ 

（千円） 発行額 償還額 

一般会計 22,055 2,137 3,998 20,194 ▲1,861 792

特別会計 17,355 375 1,275 16,455 ▲900 645

企業会計 840 0 42 798 ▲42 31

合計 40,250 2,512 5,314 37,448 ▲2,802 1,469

※１人当たりの残高は、平成 27 年 2月 1日現在の住基人口（25,498 人）を用いて算定している。 

 

（３）財政調整基金 

財政調整基金の取崩しについては、行政改革の方針に基づき、市債の繰上償還

のための財源のみとしており、財源不足による「赤字穴埋め」のためには取り崩

さず、財政収支の健全化を維持する。 

（単位：百万円） 

区 分 
H26 末 

残高見込 

H27 中の異動 H27 末 

残高見込 

１人当たり 

の残高※ 

（千円） 積立額 取崩額 

財政調整基金 5,189 12 0 5,201 204

減債基金 766 199 420 545 21

特定目的基金 4,253 225 111 4,367 171

その他基金 522 30 20 532 21

全基金 10,730 466 551 10,645 417

※１人当たりの残高は、平成 27 年 2月 1日現在の住基人口（25,498 人）を用いて算定している。 

 

 

発行額 (H26)16億 9,100 万円→(H27)25億 1,200 万円    8億 2,100万円 (48.6%)

償還額 (H26)47 億 700 万円→(H27)53 億 1,400 万円       6 億 700 万円 (12.9%)
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（４）職員数 

地方公共団体定員管理調査における平成 26 年４月１日現在の職員数は 301 人

であり、その後の退職者補充については新規及び任期付採用などにより、平成 27

年４月１日の職員数は、現状維持の 301 人となる。 

なお、養父市定員適正化計画の計画期間満了と目標達成により、平成 26 年度

に見直しを行った。新たな計画では「今後の職員数については300人を原則とし、

以降、市民サービスの維持に努めながら組織再編、事務事業の見直し等、行政経

費の削減を図る」ことで適正な定員管理に努めるとしている。 

 

（５）給与費 

   一般職の給与は、ラスパイレス指数が平成 24 年度の 94.4 から平成 25 年度も

同水準で推移したが、平成 26 年度は 0.8 ポイント上昇し 95.2 となっている。 

   平成 26 年度の人事院勧告による国家公務員の給与制度改正に準拠し、当市に

おいても平成 27 年４月から一般職給料表の水準を平均２パーセント引き下げる

など給与制度の総合的見直しを実施することとしている。 

（※平成 24 年度及び平成 25 年度のラスパイレス指数は、国家公務員の時限的な

給与改定法による措置が無いものとした場合の数値） 

 

一般職給与費の推移 

 （H26）18 億 8,200 万円 →（H27）18 億 5,900 万円  ▲2,300 万円（▲1.2％）  

 

 

 

 

＜参考：養父市の現状＞  

区    分 数等 区    分 指数等 

人口（H22 国調） 26,501 人 標準財政規模(H26) 13,008 百万円

人口（住基 H27.2.1） 25,498 人 財政力指数(H26) 0.251

世帯数（住基 H27.2.1） 9,658 戸 実質公債費比率(H27 見込) 11.4%

ＮＰＯ法人数(H26.6 末) 11 法人  
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４ 主要な施策 

 

１． 「生きる力」を生涯学ぶまち 

 

（１）家庭・地域・学校の連携による教育環境づくり 

● 小学校教科書改訂に伴う指導書等購入           【新規】   16,300 千円 

 平成 27 年度改訂の教師用教科書・指導書・準拠教材を整備する。 

●  トライやる・ウィーク推進事業            【継続】   2,108 千円 

中学生が学区内の事業所で就業体験を行う。 

●  やぶっ子夢プラン事業             （再掲）【継続】   2,553 千円 

 小学校 4 年生、中学校 1 年生を対象としたふるさと学習を実施する。 

●  放課後子ども教室事業             【継続】  1,640 千円 

 地域の方々の参画を得て、放課後子ども教室を開設する。 

 

（２） ０歳からの一貫した教育環境づくり 

●  小中学校施設整備事業 【継続】 175,100 千円 

 体育館の吊天井対策及び非構造部材の改修、小中学校の PC 更新を行う。 

●  教育相談員配置事業 【継続】 1,815 千円 

 不登校児童生徒及び保護者等への教育相談等を実施する。 

●  教育研修所運営事業   【継続】 2,987 千円 

 社会科副読本改定、生活アンケート（Ｑ-Ｕ調査等）を実施する。 

 

（３） 生涯学習・次世代育成の環境づくり 

●  図書整備事業 【拡充】 11,285 千円 

 図書システムの更新、図書購入などを行う。 

●  社会教育活動費 【拡充】 3,344 千円 

 社会教育指導員の設置、生涯学習計画の改訂などを行う。 

●  青少年女性活動振興事業             【継続】   2,021 千円 

 青少年育成団体や女性団体への活動支援を行う。 

 

（４）スポーツ振興の環境づくり 

● スポーツ活動支援普及事業 【継続】 4,506 千円 

養父市スポーツ賞の実施、体育活動専門員の設置などを行う。 

●  スポーツ大会開催事業 【継続】 4,146 千円 

養父市ロードレース等スポーツイベントを開催する。 
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●  スポーツ振興事業 【継続】 2,591 千円 

正しいラジオ体操普及推進事業、プロによるサッカー教室を実施する。 

 

２． 人と自然と文化を活かし、多くの人が訪れるまち 

 

（１） 交流・観光の振興   

    ● 交流ネットワーク事業                【拡充】 19,448 千円 

     地域おこし協力隊活動費（2 人→4 人）、ふるさと納税推進費を拡充した。 

  ● 観光施設等整備事業            （再掲）【継続】 214,400 千円 

 氷ノ山国際スキー場のペアリフト等整備を実施する。 

● 鉱山学習館・探検坑道運営事業                  【継続】  12,490 千円 

 探検坑道の保坑工事を行う。 

●  イベント関連補助事業             【継続】  7,404 千円 

 地域に根付く観光誘客イベントに対する支援を実施する。 

 

（２） 自然環境の保護・保全 

●  森林管理 100％作戦推進事業            【継続】 18,000 千円 

 森林の間伐とその作業道の開設経費の一部を助成する。 

●  養父市コウノトリ放鳥推進事業           【継続】  2,366 千円 

 伊佐コウノトリ放鳥拠点の維持管理等を行う。 

  ●  自然保護審議委員会費                           【継続】    105 千円 

 自然公園法に基づく環境保全と国定公園エリアの利用を審議する。 

● 氷ノ山自然学習歩道整備事業            【新規】  8,650 千円 

     登山道の浸食、荒廃防止工事のための調査を実施する。 

 

（３） 地域景観づくり 

● 歴史的建造物活用事業                 （再掲） 【新規】   3,330 千円 

大杉地区内の古民家を宿泊施設として再生する事業への補助を行う。  

● 伝統的建造物景観調査事業       （再掲） 【継続】   2,910 千円 

大杉地区の３階建養蚕集落の保存対策に向け、地域住民の合意形成を図り、

大屋地域の他の文化財や観光資源と連携した保存対策調査を行う。 

 

（４） 文化・芸術の継承と育成 

  ● ダンス普及推進事業          （再掲）【継続】 1,200 千円 

 ダンス普及のための教室を開催し、若者が集う場所を作る。 
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●  木彫フォークアートおおや事業         【継続】 5,900 千円 

     おおやホールにおいてフォークアートの公募展を行う。 

● ビバホールチェロコンクール推進事業      【継続】 3,700 千円       

     前年度優勝者によるリサイタルを養父市及び東京で行う。 

   ● 伝統芸能振興事業               【継続】 1,154 千円       

     葛畑農村歌舞伎など伝統芸能に対する支援 を行う。  

 

３． 赤ちゃんからお年寄りまで、安心して暮らせるまち 

 

（１） 災害に強く、安全に暮らせるまちづくり 

   ● 新告知放送整備事業           （再掲）【新規】566,800 千円 

     新しい防災行政告知システムを導入し、告知端末を全世帯に設置する。 

   ● 消防団無線システム整備事業          【新規】 17,300 千円 

     消防団の無線を、FOMA 回線を利用したトランシーバーに更新する。 

   ● 消防施設整備事業               【継続】 25,760 千円 

     消防車輛３台、小型ポンプ４台及び消火栓などを更新する。 

   ● 治山事業                   【継続】 13,000 千円 

     流末排水路整備、山腹工、擁壁整備を実施する。   

 

（２）誰もが生涯安心して暮らせる環境づくり 

   ● 生活困窮者自立支援事業            【新規】  5,880 千円 

     生活困窮者自立支援法の施行により自立相談支援などを実施する。 

   ● 高齢者等優待乗車証交付事業          【継続】 22,846 千円 

     満 70 歳以上の高齢者に対し、バスの優待乗車証を交付する。 

   ● 感染症予防事業                【拡充】 68,150 千円 

     水痘、成人用肺炎球菌ワクチン接種が定期接種化となる。 

   ● やぶ医者プロジェクト事業        （再掲）【拡充】 58,737 千円 

     地域医療確保事業補助金を新設し、医師確保を図る。（30,000 千円） 

    ● 健康づくり推進事業              【継続】  4,000 千円 

     壮年期から継続的に実施することで、元気な高齢者づくりを行う。 

  ● 毎日元気にクラス事業             【新規】  2,200 千円 

     身近な地域で健康づくりを実践し、健康寿命の延伸を図る。  

 

（３）子育てがしやすい環境づくり 

● 多子世帯保育料負担軽減等事業       （再掲）【新規】 59,000 千円 

     多子世帯負担軽減の拡充などにより、保育料負担を軽減させる。 
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   ● 母子保健事業                 【継続】 27,387 千円 

     妊婦健診補助、出産準備金など出産・育児支援を行う。 

●  家庭相談員活動事業               【継続】   7,125千円 

 家庭相談員および社会福祉士を配置し、児童虐待や子育てに関する相談に

対応する。 

●  乳幼児・こども医療費助成事業       （再掲）【継続】  80,079 千円 

乳幼児から中学校 3 年生までの通院、入院にかかる医療費を全額助成する。 

    （市単独分 44,000 千円）                   

 

（４）定住のための居住環境づくり 

● 定住促進対策事業            (再掲)【継続】 22,810 千円 

     定住奨励金や空き家バンク制度の運用により、定住の促進を図る。 

●  有害鳥獣防護対策事業               【拡充】  60,609 千円 

 広域的シカ捕獲体制の構築支援事業を実施する。 

●  住宅リフォーム支援事業             【継続】  10,000 千円 

 住宅のリフォーム工事を行うものに対して補助金を交付する。 

● ケーブルテレビ民間化事業        （再掲）【新規】  360,000 千円 

     民間事業者による基盤整備の難視聴地域部分の一部を補助する。 

  ● 市税コンビニ収納導入事業            【新規】   2,627 千円 

         市税のコンビニ納付を導入し納税者の利便性を向上させる。           

 

４． 意欲をもって働き、未来を拓くまち 

 

（１） 新規参入や後継が可能な農林業の仕組みづくり 

   ●  地方創生・国家戦略特区推進事業    (再掲) 【新規】  616 千円 

     国家戦略特区の推進に係る事務費を計上する。                                  

● 高齢者生きがい活動支援事業          （再掲） 【拡充】 10,860 千円 

  （公社）養父市シルバー人材センターが取り組む空き家・空き農地を活用

した交流・定住を促進する事業などを支援する。   

   ● 農産物特産開発事業         （再掲） 【拡充】  20,715 千円      

     6 次産業化ネットワーク活動整備事業等による特産品開発支援する。 

   ● 担い手総合支援事業         （再掲） 【拡充】 21,039 千円 

     農地中間管理事業等の実施により農業の担い手に支援を行う。 

 

（２）地域特性を活かした産業の創出・育成 
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 ● 企業等振興奨励事業         （再掲）【拡充】 32,500 千円 

     対象事業者の増加を見込み事業費を増額する。 

   ● 商工業者融資事業              【拡充】  4,600 千円 

     新たに国家戦略特区農業保証融資制度を創設する。（2,800 千円）   

 ● 労働対策事業                【継続】 22,507 千円 

     実践型地域雇用創造事業により雇用拡大を図る。（10,000 千円） 

 

（３）地域産業を振興する情報・交通網の整備 

   ● 道路橋りょう維持事業            【拡充】 207,088 千円 

     道路法の改正により橋梁総点検事業を実施する。（新規：5 年ごと） 

   ● 道整備交付金道路整備事業          【継続】 142,000 千円 

     市道葛畑大久保線・市道朝倉高柳線を整備する。 

   ● 市単独道路整備事業             【継続】  47,700 千円 

      市道朝倉 11 号線道路改良ほか 7 路線を整備する。 

 

（４）計画的な土地等の利用促進 

   ● 地籍調査事業                【拡充】 140,250 千円 

     新規 1 計画区、継続 36 計画区の調査を実施する。（調査面積 25.74 ㎡） 

● 都市計画業務費               【拡充】  2,273 千円 

   文化ホール等公共施設整備計画検討業務を実施する。（1,000 千円）        

                       

５． 互いに協力し、支え合うまち 

 

（１）ユニバーサル社会の確立 

● みふね会館施設改修事業 【継続】 29,746 千円 

     耐震補強を始めとした大規模改修を実施する。 

● 人権啓発事業 【継続】 8,180 千円 

 「人権教育及び啓発推進計画」を改訂する。 

 

（２） コミュニティ活動の促進 

● 地域づくり支援事業             【継続】 11,800 千円 

   地方創生をテーマに地域づくり支援に取り組む。 

● 地域自治協議会運営事業       (再掲) 【継続】 97,051 千円 

   平成 26 年度で 18 の対象地域全てに地域自治組織が設立された。 
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（３） ボランティアと NPO の育成 

● 参画と協働の推進事業 【継続】 1,220 千円 

  地方創生をテーマに市民と行政の協働のまちづくりを進める。 

 

 

（４） 男女共同参画社会の促進 

● 男女共同参画事業 【継続】 3,506 千円 

 「男女共同参画プラン」に基づき男女共同参画社会づくりを促進する。 

 

                                        

                               


