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１ 基本方針 

 

１． 基本的な考え方 

 

平成 28年度経済財政白書を見ると我が国の経済は、「アベノミクスの取組の下、雇

用・所得環境が改善し、一部に弱さがみられるものの、緩やかな回復基調が続いてい

る」とされています。国全体では景気は回復傾向のようですが、地方においては、む

しろ年々「少子化・高齢化」と「人口減少」が進み、それにより地域経済が停滞して

います。 

養父市が抱える最大の課題は、人口減少と地域の経済力の停滞であり、それを解決

する方策としての地方創生を推し進めるべく、平成 27 年度には「まち・ひと・しご

と・ふるさと養父市創生総合戦略」を策定しました。そして平成 28 年度においては

地方創生スタート元年として「市民総活躍によるまち・ひと・しごと・ふるさとの創

生」を市政のテーマに人口減少対策や地域経済の活性化、国家戦略特区の実施など総

合戦略の実現に向け事業展開を始めました。 

平成 29年度は、「地方創生実現元年」と位置づけ、「地方創生」への取組を強化し、

さらに充実・加速させます。国家戦略特区の活用により農業分野をベースとし、福祉・

医療・観光など他の分野を取り込んだ新たな産業を創り、雇用創出につなげ、養父市

が抱える人口問題の克服と地域経済の活性化を実現させます。誰もが「住んでみたい」

「住んでよかった」と実感できる魅力あるまちづくりを目指し、今年度も昨年度に引

き続き市政テーマを「市民総活躍によるまち・ひと・しごと・ふるさとの創生」とし、

市民との協働により全国のモデルとなるような地方創生の取組を展開していきます。 

養父市でこれまで取り組んできたことが、「『住みたい田舎』ベストランキングの近

畿エリア総合第 1 位」や「企業の農業参入を促す取り組みが『関西財界セミナー賞』

特別賞受賞」につながるなど、目に見える形となって表れてきています。これからも

既成概念に捉われず強い意志を持って地方創生に取り組んでいきます。 
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２． 平成２９年度の市政運営の方針 

 

平成 29 年度の市政運営は、前年度の市政テーマ「市民総活躍によるまち・ひと・

しごと・ふるさとの創生」を引き継ぎ、そして市政運営の基本方針においても引き続

き以下の 5つの柱を実現させるための事業を重点事業として実施し、養父市の地方創

生の取り組みをさらに充実・加速させていきます。 

 

 

①住みたいまちに（ふるさとへの愛着と魅力の醸成・発信による新しい「ひと」の流

れを創る）→移住・定住の促進 

②チャレンジできるまちに（恵まれた機会と養父市が持つ強みを生かし、養父らしい

「しごと」を創る）→雇用創出、起業・創業促進 

③子育てしたいまちに（安心して出産・子育てができる環境と地域全体で将来の担い

手を創る）→結婚・出産・子育て支援 

④健康長寿のまちに（生涯現役で安心して幸せに暮らせる環境を創る） 

→健康づくり、医療・防災の充実 

⑤国家戦略特区の推進 
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２ 基本政策（５つの柱） 

 

１．住みたいまちに 

ふるさとへの愛着と魅力の醸成・発信による新しい「ひと」の流れを創る 

  ■若い世代の結う（U）合い（I）・Jターンの促進 

○ 定住促進対策事業費                   

・移住定住相談促進事業              【新規】    5,200千円 

   今年度開設予定の「子育て・移住サポートセンター」を拠点とし、移

住・定住希望者に対する年中無休・24時間体制の相談窓口設置、やぶ

暮らしセミナーの開催、移住者のアフターフォローなどを行う。 

・やぶぐらしプロモーション事業       【拡充】    1,009千円 

   移住定住ガイドブックや空き家バンク HPのリニューアルを行い、養 

父市への移住・定住希望者に対し情報発信を強化する。 

    ・結婚新生活スタートアップ事業       【新規】    3,600千円 

       低所得者の新婚世帯に対し、引っ越し費用や敷金・礼金など新生活に

係る費用の補助を行う。 

    ・小さな（1アール）農家活動応援事業        【新規】    1,500千円 

              市内で農地付き空き家を購入しそこで農業を始めた場合、農地面積に

応じ初期費用の一部を補助する。 

（５アール未満：５万円、５アール以上：10万円）        

・やぶ暮らし住宅支援制度            【継続】     20,000千円 

  本市への移住・定住を促進するうえで生活基盤に必要な住環境の整備

等に対する支援を行い、移住・定住の促進に努める。 

・ちょこっと暮らし住宅支援事業        【継続】    2,800千円 

   移住希望者に一定期間移住体験できるお試し住宅を提供し、実際にや

ぶ暮らしを体験していただくことにより本格的な定住を後押しする。 

 

   ○ 若者未来応援奨学金事業（大学等修学支援事業費）【拡充】   27,000 千円 

          大学等卒業後養父市に居住する意思のある若者に対し、修学費の一部を奨 

学金として貸与する。新規奨学生の認定を昨年度の 15名から 20名に拡充す 

る。 
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    ○ 地域おこし協力隊活動事業費  

    ・地域おこし協力隊活動事業             【拡充】   31,389千円 

    養父市で活動する地域おこし協力隊を 8名に増員し、地域住民などと協 

力・連携して「地域おこし活動」を行う。 

・地域おこし協力隊起業支援事業         【新規】   1,000千円 

    地域おこし協力隊の活動終了後の起業を支援し、当該地域への定着を促

す。 

 

■次世代へのふるさと意識の醸成 

  ○ 放課後ふるさと教育事業             【継続】     950千円 

    養父市シルバー人材センター会員による「絵手紙づくり」や「しめ縄づく

り」などを通し、高齢者から養父市ならではの文化や技術の伝承を行い、地

域を愛する心を醸成し、将来養父市を担う人材を育成する。 

 

   ○ 但馬農業高校下宿支援事業（高校生修学支援事業費）【継続】  2,160千円 

     但馬農高に通学する生徒が市内に下宿する場合、生徒の保護者の経済的負 

担軽減を図るとともに、下宿の提供者においても補助金を交付し貸主を支援 

する。  

 

○ 文化会館等建設事業費             【継続】  66,000千円 

      養父市の将来のまちづくりの拠点となる養父市文化会館（仮称）の完成 

を目指し、平成 29年度は基本計画及び基本設計・実施設計の予算を見込む。 

 

 ○ ふるさと学習・環境学習推進事業費（小中学校）【継続】  2,061千円 

   田畑や里山、川などをフィールドとして体験活動を実施し、豊かな感性を 

培うとともに命の営みや大切さについて学ぶ。 

 

   ○ やぶっ子夢プラン事業費（小中学校）      【継続】  2,693千円 

     氷ノ山登山（小４・中１）と地域の伝統文化・産業等に触れ、郷土を愛す  

    る心を育む「ふるさと教室」を実施する。 

 

  ■住まい環境の整備 

   ○ やぶの空き家活用支援事業（定住促進対策事業費）【継続】   4,500千円 

     U・I･Jターン者が空き家を購入または賃借し機能回復等の工事を行う場合 

補助金を交付する。（1件 150万円上限、3件） 
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■戦略的な情報発信 

   ○ 観光宣伝費 

    ・続々何かと読めないまち事業                【継続】   10,000千円 

            都市部での移住相談会（8月 2日(養父の日)～8月 24日（養父市の日））

や誘客イベント（やぶ誘客フェア）などの開催と、合わせて北近畿豊岡

自動車道延伸に伴う誘客巻き返し事業とも連動したプロモーションを

実施する。 

    ・北近畿豊岡自動車道延伸に伴う誘客巻き返し事業【新規】 5,000千円 

      北近畿豊岡自動車道の延伸に伴う誘客イベント（朝倉さんしょまつり、

グランピングキャンプ、星空ハイキングなど）を実施し、集客すること

で地域経済の活性化を図る。 

     

・「ワールドマスターズゲームズ 2021関西」の開催に向けた準備に着手す 

る。「ワールドマスターズゲームズ 2021関西」に伴う多言語対応等の 

準備に着手する。 

     

・鉱石の道・銀の馬車道の日本遺産認定に対応した情報発信を強化する。 

      

２．チャレンジできるまちに 

恵まれた機会と養父市が持つ強みを生かし、養父らしい「しごと」を創る 

  ■攻めの農業と６次産業化・産業連携へのチャレンジ 

   ○ 耕作放棄地再生対策事業（担い手総合支援事業費）  【新規】   900千円 

     耕作放棄地の再生作業に係る経費に対し支援を行い、３ha分の耕作放棄地

解消を見込む。（30,000円/10ａ）×３ha＝900千円 

 

      ○ 有機の郷づくり推進事業費           【拡充】 1,630千円 

     コウノトリ育む農法など「環境創造型農業」の普及拡大を図る。有機ＪＡ

Ｓ認証取得の支援を行うほか、新たにグローバルギャップ（GGAP）取得を目

指す生産者等の支援を行う。 

 

○ 儲かる農業支援事業（農産物特産開発事業費）     【継続】 4,000千円 

生産力強化のためのビニルハウス設置や 6次産業化のための設備投資など

に対しその経費の一部を補助する。     

   ○ 公募型企業間連携推進支援事業（商工振興事業費） 【継続】  5,000千円 

     地域産業の連携により、地域資源や経営資源を活用した商品・サービスの

開発や販路開拓などの取り組みに対する支援を行う。 
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      ○ 特産品販路開拓支援事業費           【拡充】 10,000千円 

     市内特産品の国内外への販路開拓の支援を行う。（朝倉山椒に特化した WEB

サイトを活用した PR、クラウドファンディングの支援、JETROへの負担金等） 

    

   ○ 畜産振興対策事業費              【継続】 24,107千円 

  安全で特徴ある畜産の振興を図り、但馬牛等ブランド力の強化や担い手確 

保、高品質で特徴ある新技術導入などの支援により、安定した畜産経営の育 

成を図る。 

 H29新規：（仮称）但馬牛振興公社出資金（10,000千円） 

     （仮称）但馬食肉センター改修負担金（3,243千円） 

       但馬牛構築連携流通システム確立事業（3,325千円） 

 

■起業・創業へのチャレンジ 

   ○ 創業・事業承継支援事業（商工振興事業費）    【拡充】 10,000千円 

     市内で新規創業、事業承継を行うものに必要経費の助成を行うとともに、

創業塾を開催し、創業・事業承継への促進を図る。 

 

○ 担い手総合支援事業費（耕作放棄地再生対策事業は除く）【拡充】19,502 千円 

     農業経営の法人化や集落営農の組織化への取り組みに対する支援や新規

就農者への支援、女性の農業への進出につながる取組など新しい農業の担い

手の確保・育成を図る。 

H29新規：アグリイノベーションスクール開設準備支援（500千円） 

 

   ○ ６次産業化支援センター施設管理費       【新規】   9,100千円 

     農業の競争力の強化、付加価値の創出・向上を図るため、廃校を活用し６ 

次産業化支援センターを設置する。これにより６次産業化の推進、創業・事 

業展開を支援する。施設はやぶパートナーズ株式会社が指定管理者として運 

営する。（平成 31年度までの入居者数を５事業者と見込む） 

 

○ やぶパートナーズ㈱経営委託料（企画一般事務費） 【新規】  6,000千円 

    やぶパートナーズ株式会社に対し地域公共会社の経営を委託する。 

  

   ○ 養父市企業支援センター事業費         【継続】   3,200千円 

     専門家・職員による相談業務、市内景況調査、ビジネスマッチングサイト 

「やぶビズ」の運営を商工会に委託して実施する。 
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■地域資源の活用と伝統産業のイノベーション 

   ○ 養父市版 DMO推進事業（観光宣伝費）     【新規】  3,000千円 

     今年度は、養父市版 DMOの組織化に向けて、大屋地域の観光施設全体 

の顧客データ分析及びマネジメントを行う。 

   ○ 明延地域活性化事業（地域づくり支援事業費）   【拡充】   7,900千円 

     地元 NPO法人や明延地区等の『民』と兵庫県・養父市の『官』の役割を整

理し、方向性や理想のイメージを官民の総意によりまとめあげ、明延振興に

取り組んでいく。 

H29 新規：明延活性化全体計画の策定及び一円電車復活運行に向けた地質

調査等の実施（7,000千円） 

 

  ○ 観光施設等整備事業費              【継続】  35,800千円 

  養父市最大の集客力を誇る氷ノ山・ハチ高原エリアにおける登山道等の整

備を行う。平成 29年度は高丸大平頭間の登山道整備および山頂小屋改修の設

計を実施する。 

 

      ○ 養蚕プロジェクト事業費             【拡充】  3,700千円 

     養蚕を活用したまちづくりおよび新産業の確立を目指す。今年度は養蚕の

基礎となる桑畑を広げ、また養父市内で養蚕に関する活動に先進的に取り組

んでいるかいこの里に蚕の飼育棟を建設する。 

     H29新規：蚕飼育棟 1棟（19㎡）（2,500千円） 

    

■企業や人が訪れやすい基盤づくり 

   ○ 地方創生・国家戦略特区事業費         【拡充】  4,201千円 

     国家戦略特区の取り組みを推進するとともに新たな規制緩和の提案を目

指す。 

H29新規：国家戦略特区と地方創生を考えるシンポジウムの開催（2,336 

千円） 

 

〇 高齢者生きがい活動支援事業費         【継続】  4,000千円 

     養父市シルバー人材センターのネットワークを活用し、有機農業で生産さ

れた安心安全な農産物など販路開拓を支援する。 

また、空き家・空き農地を活用した地域交流や営農体験ができる施設（結

の里）のシルバー人材センターが運営し、新たな担い手候補の定住を促進す

る活動を支援する。 
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３．子育てしたいまちに 

安心して出産・子育てができる環境と地域全体で将来の担い手を創る 

  ■男女の出会いづくり 

〇 結婚応援推進事業費                     

 ・出会い応援セミナー事業             【継続】  1,700千円 

  婚活セミナー（２回）、自己啓発セミナー（１回）の開催 

・婚活支援事業補助金交付事業            【継続】   600千円 

  市内、市外を問わず婚活支援を推進する企業・団体等が実施する 20歳以

上の独身男女を対象とする交流イベント等の事業に補助金を交付する。 

 ・縁結び奨励金交付事業              【継続】   200千円 

  独身者に対して結婚と定住に至る世話をしたものに対し、縁結び奨励金を

交付する。 

  

  ■産み育てやすいサービスの充実      

   ○ 学童保育事業費                              【拡充】  64,222千円 

     学期中の土曜日開設および平日開設時間の延長（午後 6:30→午後 7:00）

を実施し保護者の就業をサポートする。 

    

○ 養父市学童一時預かり支援事業（学童保育事業費）【新規】  1,300千円 

     公立学童クラブが休所している日曜日等において、子育て・移住サポート

センターを活用し、小学生の一時預かり学童保育を行う NPO法人りとるめい

とに対し運営費の助成を行う。 

   

 ○ 私立こども園人材確保支援事業（私立認定こども園等運営事業費） 

【新規】   1,800千円 

     私立園に勤務する保育士の待遇改善を図ることにより、優秀な人材の確保

に繋げるため給料月額のアップを行った私立園に対し、一人当たり月額三千

円を上限として助成を行う。 

     3,000円×12か月×50人＝1,800千円を見込む。 

 

   ○ 母子保健事業費               【拡充】  37,239千円 

     「産前産後サポート」や「産後ケア」、「出産準備金」、「妊婦健診補助」等

妊娠期から出産期、新生児期及び乳幼児期に至るまで、切れ目のない支援の

強化を図る。  

     H29新規：産婦健康診査費助成事業（産後 1か月健診）（600千円） 
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 ○ 保育料の軽減                 【継続】  190,106千円 

  子育て世帯における保育料負担の軽減を図るため、国基準の保育料に対し

水準を抑えた保育料にするとともに、多子世帯に係る保育料を、小学校６年

生以下の子どもを持つ家庭の、第２子は半額、第３子以降は無料とする。 

 

      ○ 多子世帯負担軽減事業（給食費の軽減）     【継続】   14,072千円 

     小学生および中学生の子どもを持つ家庭の、第２子以降の給食費を半額と

し、子育て世帯の経済的負担軽減を図る。 

 

○ 乳幼児等医療費助成事業費           【継続】   52,980千円 

○ 母子家庭等医療費助成事業費          【継続】    4,320千円 

○ こども医療費助成事業費            【継続】   31,967千円 

○ 未熟児養育医療費助成（母子保健事業費）    【継続】    1,207千円 

   ０歳から中学３年生までの通院・入院にかかる医療費を全額助成する。 

    

■住民の参画による子育て環境づくり 

  ○ 地域子育て支援拠点事業費            【継続】    4,900千円 

      社会福祉法人太陽福祉会に事業委託を行い、同法人が所有する旧園舎を利

用して地域における子育て家庭の交流、子育てに関する相談などを行う。こ

れにより子育ての不安感、孤独感を解消するなど子育て家庭の育児支援を行

う。 

 

   ○ 子育て支援ヘルパー派遣事業         【継続】     920千円 

     子育て経験を持つ養父市シルバー人材センター会員や NPO法人りとるめい

と等をヘルパーとして、３歳までの間にある家庭に派遣し、家事、育児の援

助を行うとともに、知識、技術の継承や不安感、孤独感の解消を図る。 

 

   ○ WLB宣言推進事業（児童福祉一般事務費）   【新規】   150千円 

     市内企業がワークライフバランスの取組を推進することにより、企業の労

働力、優秀な人材の確保に努めるとともに、育児、介護とのバランスのとれ

た労働環境を構築する。今年度は市内企業意見交換会（２回）や研修会（１

回）の開催を予定している。 

 

 ■特色ある教育環境づくり 

○ 小・中学校施設整備事業費          【継続】  54,300千円 

     全ての市内小中学校において ICT教育環境の整備を行い、タブレットなど
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を活用した授業の実施など特色ある取組を実施する。また、平成 29 年度は

それに加え、旧 JIS規格のまま使用されている一般教室用の机をすべて新規

格に更新する。 

 

    ○ 小学校遠距離児童通学対策事業費          【継続】 43,695千円 

     ○ 中学校遠距離生徒通学対策事業費         【継続】  62,859千円 

       学校から２ｋｍ以遠の児童・生徒に対し通学バス定期券の支給やスクー

ルバス運行を行い、生徒の安全・安心な登下校の足を確保するとともに生

徒に自転車通学の補助を行う。 

   

○ 高校生通学補助事業（高校生修学支援事業費）   【継続】   5,800千円 

       遠距離通学する高校生の保護者に対し定期券・乗車券購入費用の一部を

補助する。 

           

４．健康長寿のまちに 

生涯現役で安心して幸せに暮らせる環境を創る 

  ■健康・長寿のまちづくり 

     ○ 健康づくり推進事業費               【拡充】  5,218千円 

      これまでの取り組みの中で、運動や健康づくりに関心が低い青壮年期へ

の健康づくりを強化するため、今年度から企業(７企業：250名を想定)との

連携を強化し「やっぷー健康ナビ事業」を本格実施する。 

      H29新規：やっぷー健康ナビ事業（3,226千円）  

 

    ○ 健康な食の拠点づくり事業（健康増進事業費）  【新規】  3,100千円 

         万灯の湯の食堂を活用し、シルバー農園等で作られた安心で安全な食材

を活用した食の提供と食育活動を行う。運営はシルバー人材センターが行い、

食への関心を高め、地産地消のサイクルの確立と健康づくりを推進すると共

に養父市独自の献立や提供方法などの工夫により食の観光拠点としての役

割も担う。 

  

■医療・福祉の安心を守る 

○ 健康増進事業費(健康な食の拠点づくり事業除く)  【拡充】   34,868千円 

     がん検診等各種検診や健康相談等の実施により疾病の早期発見や生活習

慣病予防を図る。 

H29新規：神戸大学・八鹿病院・市が連携して、肺がんと大動脈瘤の早期

発見のための低線量 CT検診を導入する。（1,250千円） 
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     ○ やぶ医者プロジェクト事業費           【継続】  59,201千円 

      継続的かつ安定的な医療提供のため、公立八鹿病院の深刻な医師不足及

び市立診療所の医師の高齢化に対応する取り組みを実施する。 

      医学生入学時特別修学資金補助（２人分：20,000千円） 

      地域医療確保事業補助（４人分：30,000千円） ほか 

   

  ■安心・安全な環境をつくるためのコミュニティ活動の促進 

    ○ 自主防災組織支援事業費           【継続】   3,515千円 

     防火水槽の修繕費補助や土のうキットの配布、自治協で主催する防災訓練

の実施支援などにより自主防災の意識を高め、実施の円滑化を図る。 

     （一斉避難訓練：1回、市総合訓練：1回） 

 

   ○ 防災・災害対策施設整備事業費        【新規】   14,600千円 

      兵庫県箇所別土砂災害危険度予測システムを導入し、土石流・がけ崩れ等

土砂災害の危険性を箇所ごとに予測することにより避難勧告等の発令時期

や範囲絞込みの判断を迅速に行う。 

 

    ○ 地域支え合い買い物支援事業費         【継続】   2,800千円 

      移動販売活性化協議会に加入し、市民生活の利便性の向上や買い物困難地

域の解消を図るための取り組みを行う事業者に対して車両購入費等の一部

を補助する。事業者は移動販売の際に地域の高齢者等の見守りを実施する。 

     車両購入費補助 1,000千円×2台分 

     車検補助     100千円×7台分 

     新規一時金    100千円×1事業者を見込む。 

    

 ○ 参画と協働の推進事業費            【継続】   1,220千円 

   提案型市民協働事業を募集し審査会による審査を経て実施する。 

    ○ 地域自治協議会運営事業費           【継続】   98,400千円 

          地域自治協議会の地域の特色を生かしながら課題を解決する取り組みに

対し包括交付金を交付する。 
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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。 

   ○ 地方創生・国家戦略特区事業費(再掲)       【拡充】  4,201千円 

〇 儲かる農業支援事業（農産物特産品開発事業）(再掲) 【拡充】  4,000千円 

 ○ 公募型企業間連携推進支援事業（商工振興事業費）（再掲） 【継続】 5,000千円 

    ○ 養父市特産品販路開拓支援事業費(再掲)      【拡充】 10,000千円 

   ○ 担い手総合支援事業費(再掲)           【拡充】 20,402千円 

   ○ 農業信用保証融資（商工業者融資事業）（再掲）     【継続】  2,473千円 

〇 高齢者生きがい活動支援事業費（再掲）        【継続】  4,000千円 

 

○ 農産物特産品開発事業費（産地化形成補助事業他）【継続】 4,000千円 

  にんにく、さんしょ、ゆずなどの産地化形成をはかり農家所得の増加を図

る。 

 

○ 法人農地取得事業費              【新規】 1,000千円 

    国家戦略特別区域法の改正により、農業経営を行おうとする農地所有適格

法人以外の法人について、一定の要件を満たす場合には、農地の取得を認め

る「法人農地取得事業」を実施することが可能となった。本事業は農地所有

者と法人が農地を売買するにあたり、万が一の担保措置として市が関与する。

市は売買代金を法人から収納し、農地所有者に支払う。 
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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 4,600万円の減 

平成 29年度の一般会計当初予算は 175億 1,700万円で、平成 28年度当初予算

の 178億 8,000万円と比較して、3億 6,300万円減となっている。 

基金積立て 6 億 1,600 万円及び繰り上げ償還 8 億 8,900 万円を合わせた 15 億

500万円の特殊要因を除いた比較では、平成 28年度 160億 5,800万円に対して、

平成 29 年度 160 億 1,200 万円となり、実質で 4,600 万円の減（▲0.29％）とな

っている。 

※ 本章中の表については四捨五入の調整により、合計が合致しない場合があります。 

＜一般会計の予算前年度比較＞                （単位：百万円） 

 
※ 特殊要因／基金積立金および公債費のうち繰り上げ償還分 

※ 臨時財政対策債は一般財源に含んでいる。 

 

（２） 簡易水道事業と給水施設及び下水道事業とコミュニティプラントの企業会計

への移行により、特別会計の当初予算は 81億 8,500万円で、平成 28年度当初

予算 108 億 4,800 万円と比較して 26 億 6,300 万円の減となり、企業会計の当

初予算は 54億 7,400万円で、平成 28年度当初予算 3億 3,900万円と比較して

51億 3,500万円の増加となっている。 

 

＜平成 29年度当初予算＞           （単位：百万円、％） 

区 分 H29当初ａ H28当初ｂ 増減額ａ-ｂ 増減率（ａ－ｂ）/ｂ 

一般会計 17,517 17,880 ▲363 ▲2.0 

特別会計 8,185 10,848 ▲2,663 ▲24.5 

企業会計 5,474 339 5,135 1514.7 

合 計 31,176 29,067 2,109 7.3 

国県支出金 地方債 その他

一般会計予算額 17,517 2,351 499 1,541 13,126

特殊要因 1,505 50 310 1,145
特殊要因除き 16,012 2,351 449 1,231 11,981
一般会計予算額 17,880 2,296 606 1,429 13,549
特殊要因 1,822 50 177 1,595

特殊要因除き 16,058 2,296 556 1,252 11,955

一般会計予算額 ▲ 363 55 ▲ 107 112 ▲ 423
特殊要因 ▲ 317 0 0 133 ▲ 450
特殊要因除き ▲ 46 55 ▲ 107 ▲ 21 27

増
減

区　　　　　分 予算額
特定財源

一般財源

2

9

年

度

2
8
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、家屋は新築等による増加を見込むものの、土地の時点

修正等により総額 740万円の減収を見込む。個人市民税及び法人市民税について

はほぼ横ばいを見込み、軽自動車税は重課税車輛の増加見込みにより 360万円の

増額を見込んでいる。市税総額ではたばこ税の減額などで 2,500万円の減額を見

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。地方譲与税は総額で 1億 4,000万円（200万円の増）を

見込んでいる。交付金については、配当割交付金や株式譲渡割交付金などの減額に

より総額で 4億 7,050万円（4,000万円の減）を見込んでいる。 

譲与税、交付金総額で前年度と比較して 3,800万円の減額となっている。 

 

 

（３）地方交付税 

普通交付税は、合併算定替の段階的縮減の影響、平成 29年度地方財政計画にお

ける基準財政需要額の減額及び臨時財政対策債への振り替え等により３億円減額

の 86億円を見込む。 

特別交付税は、前年度と同額の 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 3億円の減額を見込んでいる。 

    

 

 

３． 歳出の見込み 

（１）建設事業 

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、財源の確保に努め、

優先度の高い事業から実施する。 

大型プロジェクトである養父市文化会館等建設事業については、基本計画・基

本設計及び実施設計の予算を見込んでいる。その他、道路橋りょうや公共施設の

維持・管理費や大型修繕経費が増加してはいるが、総額としては防災行政告知シ

ステム整備事業等の終了等により 1億 6,300万円の減額となっている。 

 

 

(H28) 6億 4,900万円 → (H29)6億 1,100万円  ▲3,800万円（▲5.9%） 

(H28) 99億円 → (H29) 96億円    ▲ 3億円 （▲3.0%） 

(H28)15億 3,800万円 → (H29)13億 7,500万円   ▲1億 6,300万円（▲10.6%） 

(H28)23億 3,600万円 → (H29)23億 1,100万円  ▲2,500万円（▲1.1%） 
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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 12 億 100 万円となる。償還額は、繰上償還分８億 8,900 万円を含

め、全会計で 41 億 9,400 万円となる。これにより平成 29 年度末残高見込みは、

313億 7,200万円となり、前年度と比べ 29億 9,300万円減少する見込みである。 

 

 

 

＜市債残高＞       （単位：百万円） 

区 分 

H28末 

残高見込 

Ａ 

H29中の異動 H29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 18,163 999 2,105 17,058 ▲1,105 690 

特別会計 16,202 201 2,089 14,315 ▲1,887 579 

合計 34,366 1,201 4,194 31,372 ▲2,993 1,269 

※１人当たりの残高は、平成 29 年 2月 1日現在の住基人口（24,729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、財政収支の健全化を維持する。 

＜各基金の状況＞                    （単位：百万円） 

区 分 
H28末 

残高見込 

H29中の異動 H29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 5,657 8 0 5,665 229 

減債基金 1,365 56 0   1,422 57 

特定目的基金 5,502 551 417 5,637 228 

その他基金 539 0 0 539 22 

全基金 13,063 615 417 13,262 536 

※１人当たりの残高は、平成 29 年 2月 1日現在の住基人口（24,729人）を用いて算定している。 

発行額 (H28)15億 4,700万円→(H29)12億 100万円  ▲3億 4,600万円 (▲22.4%) 

償還額 (H28)46億 6,700万円→(H29)41億 9,400万円   ▲4億 7,300万円 (▲10.1%) 
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（４）職員数（特別職は含めず） 

平成 28 年４月１日現在の職員数は 299 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 29 年４月１日の職員数見込は 299 人

となる。 

養父市定員管理計画では「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 27年度の 95.8から 0.4ポイント減

少し、平成 28年度は 95.4となっている。 

   平成 28年度の人事院勧告による国家公務員の給与法改正に準拠し、平均 0.2％

の給料表の引き上げを行った。 

 

一般職給与費の推移 

 （H28）18億 6,800万円 →（H29）18億 5,400万円  ▲1,400万円（▲0.7％）  

 

 

 

 

＜参考：養父市の現状＞  

区    分 数等   区    分 指数等 

人口（H27国調） 24,288人   標準財政規模(H28) 12,555百万円 

人口（住基 H29.2.1） 24,729人   財政力指数(H28) 0.232 

世帯数（住基 H29.2.1） 9,593 戸   実質公債費比率(H28見込) 9.4% 

ＮＰＯ法人数(H28.6末) 12 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 

● 小学校自然学校推進事業費                【継続】   4,078 千円 

 養父・大屋、八鹿・関宮の２連合に分かれ４泊５日の自然学校を実施。 

●  トライやる・ウィーク推進事業費            【継続】  2,111 千円 

中学生が学区内の事業所で就業体験を行う。 

●  学校・家庭・地域の連携協力推進事業       【継続】  3,478 千円 

 放課後子ども教室の開設、地域と学校の連携をコーディネート 

    ● やぶっ子夢プラン事業費（再掲）                【継続】  2,693 千円 

  ● ふるさと学習・環境学習推進事業費（小中学校）(再掲)【継続】 2,061 千円 

   ● 放課後ふるさと教育事業（再掲）                【継続】    950 千円 

 

（２） ０歳からの一貫した教育環境づくり 

●  教育相談員配置事業費 【拡充】 2,893 千円 

 スクールソーシャルワーカーを新たに配置する。 

●  小中一貫教育調査研究事業   【継続】 1,704 千円 

 小中一貫教育及び小中連携強化に向けた取り組みの推進や課題の分析を

行う。 

●  大学等修学支援事業費（再掲）          【拡充】 28,000 千円 

●  小・中学校施設整備事業費（再掲) 【継続】 54,300 千円 

 

（３） 生涯学習・次世代育成の環境づくり 

  ●  成人式挙行費 【継続】 752 千円 

     新成人による成人式実行委員会を設置し、式典の企画・運営を行う。 

●  社会教育活動費 【継続】 3,112 千円 

 社会教育指導員の設置、社会教育団体への支援などを行う。 

●  青少年女性活動振興事業費                 【継続】   1,879 千円 

 青少年育成団体や女性団体への活動支援を行う。 

● 文化会館等建設事業費（再掲）          【継続】  66,000 千円 
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（４）スポーツ振興の環境づくり 

  ● 体育館管理運営事業費              【継続】 62,717 千円 

     養父体育館の屋根大規模修繕を実施する。（53,100 千円） 

● スポーツ振興事業費                         【継続】 1,726 千円 

         スポーツクラブ 21 や養父市体育協会の活動に対し支援を行う。 

● スポーツ活動支援普及事業費           【継続】  4,700 千円 

子どもスポーツ安全保険補助を行い、子どもの体力づくり等への支援を行 

う。ワールドマスターズゲームズ 2021 関西の推進を図る。 

●  スポーツ大会開催事業費             【継続】 4,862 千円 

やぶらぶマラソン等主要なスポーツイベントを開催する。 

 

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   

    ● 元気なやぶづくり応援寄付推進事業         【拡充】 95,237 千円 

    ふるさと納税の推進に関する経費を計上する。 

  ●  イベント関連補助事業費             【拡充】 11,199 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。 

    ● 観光宣伝費（再掲）                             【継続】 37,361 千円 

  ● 観光施設等整備事業費(再掲)             【継続】 35,800 千円 

  ● 明延地域活性化事業（地域づくり支援事業費）（再掲）【拡充】  7,900 千円 

 

（２） 自然環境の保護・保全 

    ● 緊急防災林整備事業費              【継続】 60,961 千円 

    県民緑税を原資とし、危険渓流流域において、斜面の防災面での機能強化

を行う。 

  ● 針葉樹林と広葉樹林の混交林整備事業費           【継続】  7,000 千円 

        災害に強い森づくりのため、混交林率 20～50％程度の広葉樹林を植栽する。 

● 森林の整備造成等事業費              【継続】 20,150 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。 

 

（３） 地域景観づくり 

● 景観形成推進事業費                     【継続】   816 千円 

     市民との協働による地域景観の向上等を図る 
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（４） 文化・芸術の継承と育成 

  ● おおやアート村拠点施設管理事業費       【継続】 6,876 千円 

     おおやアート村（BIG LABO）の管理運営費 

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

    小学生から高校生までを対象としたダンス教室を開催する。 

●  木彫フォークアートおおや事業費        【継続】 5,560 千円 

   公募の木彫フォークアート展の開催。 

● ビバホールチェロコンクール推進事業費     【継続】 2,800 千円 

   コンクール優勝者による東京・養父市でのリサイタルを開催                              

   

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 

  ● 生活安全推進事業費                     【拡充】  6,672 千円 

         防犯カメラを８カ所設置する。（3,800 千円） 

   ● 住まいの耐震化促進事業費               【新規】 15,436 千円 

     住宅耐震工事等に係る費用に対する補助を行う 

  ● 消防施設整備事業費              【継続】  74,841 千円 

     消防車両、防火水槽、小型ポンプ、消防団用備品等の更新を行う。 

   ● 治山事業                   【継続】 15,000 千円 

     流末排水路整備、小城地区裏山崩壊対策工事を実施する。 

  ● 自主防災組織支援事業費（再掲）         【継続】  3,515 千円 

  ● 防災・災害対策施設整備事業費（再掲）      【新規】 14,600 千円 

 

（２）誰もが生涯安心して暮らせる環境づくり 

   ● 高齢者等優待乗車証交付事業費         【継続】 21,560 千円 

     満 70 歳以上の高齢者等に対し、バスの優待乗車証を交付する。 

   ● 地域支え合い買い物支援事業費（再掲）     【継続】  2,800 千円 

   ● やぶ医者プロジェクト事業費（再掲）            【継続】 59,201 千円 

    ● 健康づくり推進事業費（再掲）                  【継続】  5,218 千円 

  ● 健康な食の拠点づくり事業（健康増進事業費）（再掲）【新規】   3,100 千円 

  ● 健康増進事業費（再掲）            【拡充】  34,868 千円 
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（３）子育てがしやすい環境づくり 

  ● 高校生修学支援事業費（再掲）                  【継続】   7,960 千円 

● 保育料の軽減（再掲）             【継続】 190,106 千円 

● 多子世帯保育料負担軽減等事業（給食費） （再掲）【継続】 14,072 千円 

   ● 母子保健事業費（再掲）                        【拡充】 37,239 千円 

● 乳幼児等医療費助成事業費（再掲）       【継続】  52,980 千円 

● 母子家庭等医療費助成事業費(再掲)       【継続】   4,320 千円 

● こども医療費助成事業費(再掲)         【継続】  31,967 千円 

● 未熟児養育医療費助成（母子保健事業費）（再掲） 【継続】  1,207 千円 

● 学童保育事業費（再掲）                        【拡充】  64,222 千円 

● 養父市学童一時預かり支援事業（再掲）     【新規】  1,300 千円 

● 小学校遠距離児童通学対策事業費（再掲）    【継続】 43,695 千円 

   ● 中学校遠距離生徒通学対策事業費（再掲）    【継続】 62,859 千円 

    ● 結婚応援推進事業費（再掲）          【継続】  2,500 千円 

  ● 私立こども園人材確保支援事業費（再掲）    【新規】  1,800 千円 

  ● 地域子育て支援拠点事業費（再掲）       【継続】  4,900 千円 

  ● 子育て支援ヘルパー派遣事業（再掲）      【継続】    920 千円 

  ● WLB 宣言推進事業（再掲）           【新規】   150 千円 

   

（４）定住のための居住環境づくり 

●  住宅リフォーム支援事業費            【継続】   7,000 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。 

● 交通政策事業費                 【継続】 137,251 千円 

     生活バス路線維持、但馬空港等利用促進等 

  ● 市営住宅管理費                【継続】  49,638 千円 

     市営住宅の長寿命化等維持管理 

  ● 有害鳥獣防護対策事業費            【継続】 57,321 千円 

     シカ、イノシシ等からの農作物被害軽減を目指す取り組みを行う。 

  ● 養父市コウノトリ放鳥推進事業費        【継続】  2,409 千円 

         伊佐コウノトリ放鳥拠点での幼鳥のソフトリリース等の取り組みを行う。 

● 定住促進対策事業費 (再掲)                     【拡充】  40,235 千円 
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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 

● 法人農地取得事業（再掲）           【新規】  1,000 千円 

   ●  地方創生・国家戦略特区推進事業費 (再掲)     【拡充】  4,201 千円                                                    

   ● 農産物特産開発事業費（再掲）         【拡充】   8,000 千円                                                                

   ● 担い手総合支援事業費（再掲）         【拡充】 20,402 千円 

     ● 養蚕プロジェクト事業費（再掲）        【拡充】  3,700 千円 

     ● 有機の郷づくり推進事業費（再掲）       【拡充】  1,630 千円 

   ● 高齢者生きがい活動支援事業費（再掲）     【継続】  4,000 千円 

   

（２）地域特性を活かした産業の創出・育成 

   ● 企業等振興奨励事業費                     【継続】 33,954 千円 

     市内事業者の設備投資や雇用拡大等に対する支援を行う。 

   ● 暖冬対策工事補助金（観光一般事務費）     【新規】 10,000 千円 

     市内スキー場における暖冬対策工事に対し補助を行う。 

   ● ６次産業化支援センター施設管理費（再掲）   【新規】  9,100 千円 

   ● 商工業者融資事業費（再掲）                   【継続】  6,392 千円 

   ● 商工振興事業費（再掲）                       【拡充】 15,329 千円 

   ●  養父市企業支援センター事業費（再掲）         【拡充】  3,200 千円 

   ● 畜産振興対策事業費（再掲）                   【継続】 24,107 千円 

   ● 地域おこし協力隊活動事業費（再掲）           【拡充】 32,389 千円 

   ● 特産品販路開拓事業費（再掲）                 【拡充】 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費            【継続】 72,139 千円 

   ● 道路橋りょう補修事業費            【継続】 140,300 千円 

   ● 道路橋りょう整備事業費（単独）         【継続】  46,000 千円 

     ● 道路橋りょう整備事業費（補助）               【継続】 150,000 千円 

      道路・橋りょうの整備、長寿命化、維持修繕等に関する事業 

 

（４）計画的な土地等の利用促進 

   ● 地籍調査事業費                  【継続】  96,349 千円 

     新規５地区、継続８地区の調査を実施する。（調査面積 18.38ｋ㎡） 

                                    



22 

 

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 

● みふね会館管理運営事業費          【継続】  6,930 千円 

     啓発事業、地域交流事業、相談事業等を実施し、地域住民が交流するこ

とにより様々な人権課題の解決をすすめる。 

 

● 人権啓発事業費 【継続】 7,587 千円 

 「人権文化をすすめる市民運動」を展開。人権講演会の開催等 

 

（２） コミュニティ活動の促進 

● 地域づくり支援事業費（明延地域活性化事業除く） 【継続】  8,741 千円 

     活力ある地域づくりを進めるため、市民、地域及び関係機関と連携し、

各種地域振興策、地域課題解決に向けた地域振興策を講じる。 

● 地域自治協議会運営事業費(再掲)          【継続】 98,400 千円 

 

（３） ボランティアと NPO の育成 

● 参画と協働の推進事業費（再掲）         【継続】  1,220 千円 

  

（４） 男女共同参画社会の促進 

● 男女共同参画事業費                         【継続】   3,733 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。 
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