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１ 基本方針 

 

１ 基本認識 

 

 平成 25 年度は、養父市の抱えている「少子化・高齢化と人口減少」、「低迷する

地域経済の活性化」という二つの大きな課題の解決に向け全精力を傾けていく必要

がある。これまでの施政運営の中で、この大きな課題を解決するためには行政と市

民が一体となって取り組むことが必要と感じ、「養父市まちづくり基本条例」「養父

市民憲章」「第 2 次養父市総合計画」を策定し養父市のまちづくりの根幹となるル

ールを定め、市民協働を打ち出すと同時に、諸事柔軟に対応できる市役所組織への

改編を行ってきた。 

 

その一方で、市民の皆様に格段の理解と協力のもと行財政改革を進め、この４年

間で危機的状況を脱したが、さらなる健全化に向け進む必要がある。 

毎年度予算規模を絞っていく中で、施設の維持・管理のウエートは高まっていき、

職員定数の削減に取り組む中で、職員の技術力維持と継承、良質なストックをどう

効率・効果的に維持管理するのか、将来につけを回さないための議論と、その議論

を一時的なものに終わらない仕組みづくりを行っていく必要がある。 

 

このような状況下において、市が抱える最も根源的で緊急を要する課題が「人口

減少問題」と「地域経済力の問題」であると考える。その解決と実現のため、「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」を方針として定めた。 

養父市が抱える人口問題の克服と、地域経済の活性化を、市民の皆様との協働の

もとに達成し、固い絆に結ばれた（結いの心による）コミュニティづくりを進め、

互いが思いやり、支え合い、助け合い、笑顔と元気あふれる自立した養父市のまち

づくりをこれからも力強く継続していく。そして、先人から引き継いだ、この美し

い自然・文化・歴史の魅力に満ちた誇りある養父市を将来にわたり守り、継承して

いくための基本政策を大きく２つにまとめた。 

 

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」である。 

生活の基盤を支える経済面において、但馬の玄関口となる、北近畿豊岡自動車道

和田山八鹿道路の開通を好機と捉え、商工業の発展、養父市固有の自然や伝統文化

や歴史的文化的遺産などの資源に磨きをかけ、魅力の増大を図る必要がある。 

また、若者定住を中心に、子育て、教育、医療、福祉、雇用、住宅、快適環境、
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利便性などに対する施策と道路などの社会資本整備やもてなしの心を表すなど、多

様な施策の有機的で重層的な展開、総合的施策展開を総合計画の基に図り、養父市

の魅力を醸成し、流入人口を増やし但馬各地を巻き込んで、養父市の活性化を促す

必要がある。 

 

二つ目は、「市民と一緒につくるまちづくり」である。 

養父市が発展していくためには、行政と市民が一体となって諸事に取り組む必要

がある。市民との協働を進める前提として、情報公開・共有、お互いの自主・自立

が重要である。魅力あるまちづくりの「人づくり」を通して将来の人財を育て、ま

ちづくり基本条例、市民憲章、第 2次総合計画の基本理念に基づき、真の協働によ

りまちづくりを行っていく必要がある。 

 

 合併後 10 年目を迎える節目となる平成 25 年度の市政は、まちに子どもたちの元

気な笑い声が響き、誰もが安心して暮らせるまちづくりを進め、養父市経済を活力

あるものとし、次世代につなげていくことが重要である。 

 

 

２ 平成２５年度の市政運営の方針 

 

 以上の基本認識を踏まえ、平成２５年度の市政テーマは、 

「未来につなぐまちづくり」 

とし、以下の重点方針に基づき施策を展開する。 

 

（１） 未来を担う子どもを育む支援策の充実 

 

（２） 個性あふれる産業を育む企業支援策の充実 

 

（３） 豊かな地域文化・芸術を育むまちづくりの推進 

 

（４） 市民の健康を育むまちづくりの推進 
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２ 重点施策 

 

１ 未来を担う子どもを育む支援策の充実 

 

 子どもたちの笑い声があふれるまちづくりを最重点とし、子育て支援・医療の充

実を図る。 

 新規事業の追加、既存事業の拡充により、子どもに関わる施策は、妊娠から出産、

育児に渡っての支援体系を確立させた。 

 

 

○ 母子保健事業  

 安心して子育てができる環境を整えるため、以下の事業を新規又は拡充して

実施し、母子保健事業の充実を図る。 

► 特定不妊治療費助成 【拡充】 2,000 千円 

 子どもが欲しいと願い治療を受ける方の経済負担の軽減を図る。 

► 出産準備助成事業 【新規】 6,000 千円 

 出産を控える世帯を対象に、出産準備金を助成する。 

► 新生児聴力検査費用助成 【新規】 880 千円 

 新生児期に検査を受けることで、聴覚異常の早期発見と早期支援を実施

する。 

 

○ こども医療費の無償化 

0 歳児から就学前までの乳幼児に加え、小学校 1 年生から中学校 3年生まで

の医療費の自己負担分を無償とする。 

► 乳幼児等医療費助成事業 【拡充】 52,606 千円 

► こども医療費助成事業 【拡充】 16,091 千円 

► 重度障害者医療費助成事業 【拡充】 39,965 千円 

► 母子家庭等医療費助成事業 【拡充】 11,166 千円 

► 重度精神障害者医療費助成事業 【拡充】 497 千円 
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○ 感染症予防事業 【拡充】 69,172 千円 

 任意予防接種である 13 歳未満の子どものインフルエンザ予防接種に対して

自己負担の一部を助成する。 

 

 

○ 幼児教育専門指導員設置事業 【新規】 2,160 千円 

 保・幼・小間の連携を密にし、スムーズな情報交換を進めることで、適切な

就学支援等を行う。 

 

 

○ 教育研修所運営事業 【拡充】 2,247 千円 

 昨年度より全小中学校で取組を始めた Q-U 調査を、中学校での実施回数を 1

回から 2回に拡充するとともに、池田草庵をはじめとした養父市の先人に学ぶ

郷土教育の充実を図る。 

 

 

２ 個性あふれる産業を育む企業支援策の充実 

 

 地域経済を育み、元気にしていくためには、１社でも多くの企業が立地すること

が重要である。新たに創業・開業を目指す起業者への積極的な支援に取り組むと同

時に、地域経済を支える既存企業の経営基盤強化のため、継続的な支援を図る。 

 

○ 地域公共会社設置事業 【新規】 30,000 千円 

 少子高齢化など過疎問題を持つ自治体の新たな挑戦として、養父市が 100％

出資する株式会社を設置する。起業を目指す者が一歩を踏み出し、挑戦するこ

とができる支援体制を構築する。 

 

 

○ 養父市ブランド創出事業 【拡充】 1,519 千円 

 平成 24 年度にブランド推奨品として認証した農産物や加工品などの販売の

拡大に向け支援する。また、引き続き養父市の魅力あるものを推奨品として認

証し、販売促進と全国へ向けた情報発信を行う。 
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○ 労働対策事業 【拡充】 50,633 千円 

 市内事業者と連携し、学生を中心に U・I ターンの呼び水として「就活バス

ツアー」を実施する。また、国の雇用対策基金を活用し、起業支援型雇用創造

事業を実施し、雇用者の確保を図る。 

 

 

○ 企業間連携推進支援事業 【継続】 4,000 千円 

 地域経済を支える既存企業が、事業者や大学などの 2者以上と連携すること

で、新たな財の創出、新分野への挑戦などに取り組めるよう支援を行う。 

 

 

３ 豊かな地域文化・芸術を育むまちづくりの推進 

 

 第 2次養父市総合計画に掲げる市民規模3万人と観光交流人口150万人の達成に

向け、地域に根付く文化や芸術、観光資源を積極的に活用し、地域のにぎわいの創

出を行う。 

 

○ 養父市シティセールス推進事業 【新規】 16,000 千円 

 北近畿豊岡自動車道 八鹿氷ノ山 IC の開通に伴い、人・物の流れが大きく変

化している。この変化を逃すことなく、やぶ市観光協会、市内企業と連携し養

父市の知名度向上や交流人口の拡大に向けた取組を積極的に進めていく。 

 

 

○ 妙見トイレ等周辺整備事業 【新規】 26,000 千円 

 妙見山にある国指定文化財の名草神社本殿、拝殿、三重塔などを訪れる拝観

者や登山者等観光人口の増加を図る目的で、衛生的な施設環境整備を実施する。 

 

 

○ 交流ネットワーク事業 【拡充】 2,551 千円 

 明石市との交流事業、東京養父市会の設立と確実にネットワークを広げてい

る。本年度は、ふるさとの先人に学び、心そだてなどを目指す自治体のネット

ワークである嚶鳴協議会に加入し、養父市の先人 池田草庵と共に養父市を全

国に広めていく。 
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○ 木彫フォークアートおおや事業 【拡充】 5,814 千円 

 小さな町の取組として始まった、木彫公募展も 20 回目の開催を数えるまで

になった。20 周年を記念し、特別展示会を開催するなど新たな 10 年を目指し

ていく。 

 

 

４ 市民の健康を育むまちづくりの推進 

 

 高齢化が進展していく中で、健康寿命（自立した日常生活が送れる期間）を延ば

していくことが必要である。 

 全市民が健康づくりに取り組んでいくことで、地域の活力・一体感が醸成され、

さらには、医療費の削減にもつながる。「健康づくり条例」の制定も視野に入れた

取組を実施する。 

 

○ 健康づくり推進事業 【新規】 500 千円 

 元気な高齢者を目指し、運動の普及を通した事業を、健康課、高年福祉課及

び生涯スポーツセンターと関係機関が連携し、実施する。 

 また、「健康づくり条例」の制定に向けた協議を進めていく。 

 

 

  ○  食育推進事業 【新規】 215 千円 

昨年度、地域づくりなどについて、包括的な協定を締結した成美大学との連

携によって、食育推進計画の見直しを図っていく。 

 

 

 ○ 育成医療給付事業 【新規】 3,000 千円 

 18 歳未満の身体障害者手帳を持っている方が、障害の除去、障害の程度を軽

くするために必要な医療を受ける場合に、医療費の一部を負担する。 

 

  

○ 介護予防普及啓発事業 【新規】 500 千円 

 地域の見守り体制や介護予防活動を通して、高齢になっても住み慣れた地域

で安心して暮らせるまちづくりの推進を図る。 
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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 5億 6,000 万円の減 

 

平成 25 年度の一般会計当初予算は 179 億 5,000 万円で、平成 24 年度当初予算

の 195 億円と比較して、15 億 5,000 万円減少した。 

基金積立て 3億 2,000 万円、一般会計の繰上償還（補償金を含む。）3億 2,000

万円の特殊要因を除いた比較では、平成 24 年度 178 億 7,000 万円に対して、平

成 25 年度 173 億 1,000 万円となり、実質で 5億 6,000 万円の減（▲3.1％）とな

っている。 

 

（２）特別会計は 2億円の減、企業会計は 6,000 万円の減 

 

特別会計の当初予算は 100 億 9,000 万円で、平成 24 年度当初予算 102 億 9,800

万円と比較して 2億 800 万円の減少となっている。 

企業会計の当初予算は 4 億 3,800 万円で、平成 24 年度当初予算 5 億 100 万円

円と比較して 6,300 万円の減少となっている。氷ノ山国際スキー場事業特別会計

の大規模な修繕がないため 5,400 万円の減少となっている。 

 

 

 

 ＜平成 25 年度当初予算案＞    （単位：百万円、％） 

区 分 H25 当初ａ H24 当初ｂ 増減額ａ-ｂ 増減率（ａ－ｂ）/ｂ 

一般会計 17,950 19,500 ▲1,550 ▲7.9    

特別会計 10,090 10,298 ▲208 ▲2.0 

企業会計 438 501 ▲63 ▲12.5 

合 計 28,478 30,299 ▲1,820 ▲6.0 

一般会計 

（特殊要因除く。※） 
17,307 17,867 ▲560 ▲3.1 

※特殊要因／基金積立金及び公債費のうち繰上償還 
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２ 歳入の見込み 

 

（１）市税 

 

個人市民税については、景気の低迷による影響や退職者の増加などに伴う所得

の減少等を見込み、対前年度 7,200 万円の減額を見込む。 

 

 

（２）国からの各種譲与税、交付金等 

 

平成 24 年度税制改正により、自動車重量税率の変更等があり地方譲与税で

2,500 万円の減額を見込む。また、消費低迷により地方消費税交付金も 1,500 万

円の減額を見込んでおり、交付金等全体で対前年度 4,600 万円の減額を見込む。 

 

 

（３）地方交付税 

 

   普通交付税では、平成 24 年度の交付額を基礎に平成 25 年度地方財政計画にお

ける改正点などから試算した結果、基準財政需要額は公債費や事業費補正分の減

額などにより 1 億 1,300 万円の減額となり、基準財政収入額は平成 24 年度の市

税増収見込みから、5 億 5,100 万円の大幅増額となる見込みから、普通交付税は

平成24年度当初予算より7億円減額の87億円を見込む。特別交付税については、

前年度と同額の 8億円を見込む。 

 

 

３ 歳出の見込み 

 

（１）建設事業 

 

第2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

を堅持しつつ自己資金を確保する。「給食センター建設事業」など、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つつ、優先

度の高い事業を実施する。南但ごみ処理施設整備事業、広谷幼児センター改修事

業等が平成24年度末で終了するため、対前年度で2億 1,700万円の減額となる。 

 

(H24)  4億9,600万円 → (H25) 4億5,000万円 ▲4,600万円（▲10.2 %） 

(H24)  102 億円 → (H25) 95 億円 ▲7億円（▲6.9 %） 

(H24) 21 億 9,100 万円 → (H25) 19 億 7,400 万円 ▲2億 1,700 万円（▲9.9 %） 

(H24) 24億4,200万円 → (H25) 23億7,000万円 ▲7,200万円（▲3.0 %） 
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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 24 億 8,200 万円となる。返済は、繰上償還分 3 億 1,500 万円を含

め、全会計 44 億 4,900 万円。これにより平成 25 年度末残高見込みは、前年度に

比べ 19 億 6,700 万円減少する。 

 

 

＜市債残高＞       （単位：百万円） 

区 分 

H24 

残高見込 

Ａ 

H25 中の異動 H25 

残高見込 

Ｂ 

増減額 

Ｂ－Ａ 

１人当たりの

残高※ 

（千円） 発行額 公債費償還 

一般会計 26,800 2,171 3,024 25,947 ▲853 983 

特別会計 19,544 303 1,325 18,522 ▲1,022 702 

企業会計 991 8 100 899 ▲92 34 

合計 47,335 2,482 4,449 45,368 ▲1,967 1,719 

※１人当たりの残高は、平成 25 年 2 月 1 日現在の住基人口（26,396 人）を用いて算定して

いる。 

 

（３）財政調整基金 

 

基金の取り崩しについては、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 
H24 末 

残高見込 

H25 中の異動 H25 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 3,456 104 0 3,560 135 

減債基金 922 46 0 968 37 

特定目的基金 3,978 174 90 4,062 154 

その他基金 658 0 94 564 21 

全基金 9,014 324 184 9,154 347 

※１人当たりの残高は、平成 25 年 2 月 1 日現在の住基人口（26,396 人）を用いて算定して

いる。 

 

発行額 (H24)26 億 3,900 →(H25)24 億 8,200  ▲1 億 5,700 万円 (▲6.3%) 

償還額 (H24)51 億 5,500 →(H25)44 億 4,900  ▲7 億 600 万円 (▲13.7%) 
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（４）職員数の抑制 

 

地方公共団体定員管理調査における平成 24 年 4 月 1 日現在の職員数は 370 人

であったが、平成 25 年 4 月 1 日の職員数は、57 人の減（消防職員 44 人は、南但

広域行政事務組合へ異動、退職者 21 人、採用者 8人（消防職含む。）ほか）の 313

人となる。この人数は、定員適正化計画における平成 25 年度の職員数（消防職

除く。）323 人よりも 10 人少ない人数となる見込みである。 

 

（５）給与等 

 

一般職の給与は、ラスパイレス指数が平成 23 年度の 94.3 から平成 24 年度

102.2 となった。これは、国家公務員の時限的な給与改定法による措置の影響で、

措置がない場合は、94.4 であった。 

議会関係では、議員定数が 18 人から２人減の 16 人となったものの、議員報酬

が月額279千円から合併当初の月額310千円に引き上げられたことにより総額は

増加した。 

給与等の総額は、消防職員の異動、退職等により減少した。 

（H24）33 億 2,300 万円 → （H25）28 億 900 万円 ▲5億 1,400 万円 （▲15.5％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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(H24) 13,331 百万円 

人口（住基 H25.2.1） 26,396 人 財政力指数(H24) 0.234 

世帯数（住基 H25.2.1） 9,700 戸 実質公債費比率(H25 見込) 16.0% 

ＮＰＯ法人数(H25.1 末) 10 法人 積立金現在高（H25 末見込） 9,154 百万円 

  うち財政調整基金 3,560 百万円 

  うち減債基金 968 百万円 

 市債現在高（H25 末見込） 45,368 百万円 
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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 

► 八鹿小学校体育館放送機器設置事業 【新規】 3,000 千円 

► 大屋中学校グラウンドスピーカー設置事業 【新規】 2,000 千円 

► 幼児教育専門員設置事業 （再掲）【新規】 2,160 千円 

► やぶっ子夢プラン事業 【継続】 2,795 千円 

 

（２）０歳からの一貫した教育環境づくり 

► 教育研修所運営事業   （再掲）【拡充】 2,247 千円 

 先人教育、Q-U 調査事業 

► 学校給食センター建設（統合）事業 【継続】 830,000 千円 

► 校庭の芝生化推進事業 【継続】 2,035 千円 

 

（３）生涯学習・次世代育成の環境づくり 

► 文化会館・ホール管理費 【拡充】 65,716 千円 

 ホール等整備基本計画の策定、八鹿文化会館・公民館耐震業務事業 

► 環境体験事業 【継続】 1,298 千円 

 

（４）スポーツ振興の環境づくり 

► ようか温水プール空調設備等改修事業 【新規】 99,000 千円 

► 全天候運動場管理運営事業 【拡充】 56,933 千円 

► スポーツ活動支援普及事業 【拡充】 4,325 千円 

V2 リーグ招致のためのバレーボール教室の開催など 

► スポーツ大会開催事業 【継続】 3,048 千円 

 イヌワシ駅伝大会、ロードレース、スポーツフェスティバル、ウォークラ

リー大会の開催 
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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 

► やぶ市シティセールス推進事業 （再掲）【新規】 16,000 千円 

► 妙見トイレ等周辺整備事業 （再掲）【新規】 26,000 千円 

► 自然学習歩道整備事業 【新規】 6,000 千円 

► 交流ネットワーク事業 （再掲）【拡充】 2,551 千円 

► アンテナショップ開設事業 【継続】 5,000 千円 

 

（２）自然環境の保護・保全 

► ハチ高原自然体験公園整備事業 【継続】 5,700 千円 

 

（３）地域景観づくり 

► 八木川河川公園整備 【新規】 44,000 千円 

► 景観形成推進事業 【拡充】 1,937 千円 

 明延地区文化的景観指定に向けた整備 

 

（４）文化・芸術の継承と育成 

► 木彫フォークアートおおや事業 （再掲）【拡充】 5,514 千円 

► 伝統的建造物景観調査事業 【拡充】 1,000 千円 

 重要伝統的建造物の国選定に向けて、大杉地区の調査を行う。 

► 文化財調査保護事業 【継続】 2,647 千円 

 史跡八木城跡殿屋敷地区の発掘調査の成果に基づき、八木城跡整備基本計

画を策定する。 

 

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 

► 防災・災害対策事業 【新規】 3,924 千円 

► 消防本部耐震化事業 【継続】 134,995 千円 

► 交通安全対策事業 【継続】 8,732 千円 

► 市単独治山事業 【継続】 8,000 千円 
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（２）誰もが生涯安心して暮らせる環境づくり 

► 健康づくり推進事業 （再掲）【新規】 500 千円 

► 育成医療給付事業 （再掲）【新規】 3,000 千円 

►  食育推進事業 （再掲）【新規】 215 千円 

► 介護予防普及啓発事業 （再掲）【新規】 500 千円 

► 周産期医療センター建設負担金（定住自立圏） 【新規】 6,344 千円 

► 乳幼児等医療費助成事業 （再掲）【拡充】 52,606 千円 

► こども医療費助成事業 （再掲）【拡充】 16,091 千円 

► 重度障害者医療費助成事業 （再掲）【拡充】 39,965 千円 

► 母子家庭等医療費助成事業 （再掲）【拡充】 11,166 千円 

► 重度精神障害者医療費助成事業 （再掲）【拡充】 497 千円 

► やぶ医者プロジェクト事業 【拡充】 33,639 千円 

► 障害者相談支援事業 【拡充】 7,234 千円 

► 健康増進事業 【拡充】 32,351 千円 

► 感染症予防事業 （再掲）【拡充】 69,172 千円 

 

（３）子育てがしやすい環境づくり 

► 出産準備助成事業 （再掲）【新規】 6,000 千円 

► 学童保育事業 【拡充】 31,293 千円 

► 家庭相談員活動事業 【継続】 4,844 千円 

► 母子保健事業 （再掲）【拡充】 27,946 千円 

 特定不妊治療助成事業、新生児聴力検査の実施、妊婦健診の補助など 

► 保育所等巡回相談事業 【継続】 2,560 千円 

► 学童療育支援事業 【継続】 2,000 千円 

► 小学校遠距離児童通学対策事業 【継続】 41,341 千円 

► 中学校遠距離生徒通学対策事業 【継続】 71,154 千円 

► 養父市高校生バス通学補助事業 【継続】 5,000 千円 

 

（４）定住のための居住環境づくり 

► 地域支え合い買い物支援事業 【新規】 4,500 千円 

 移動販売車による販売事業の維持拡大に向けた支援 

► 定住促進対策事業 【拡充】 22,860 千円 

► 養父市住宅リフォーム支援事業 【継続】 10,000 千円 

► 交通政策事業 【継続】 136,149 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 

► 畜産振興事業 【拡充】 5,694 千円 

 優良雌和牛維持確保補助金、和牛ヘルパー 

► 有害鳥獣防護対策事業 【継続】 39,087 千円 

 ハンター養成、シカ捕獲実施隊編成、防護柵設置 

► 新規就農総合支援事業 【継続】 6,000 千円 

► 有機の郷づくり推進事業 【継続】 5,297 千円 

 

 

（２）地域特性を活かした産業の創出・育成 

► 起業者支援助成事業 【新規】 500 千円 

► 地域公共会社設置事業 （再掲）【新規】 30,000 千円 

► 養父市ブランド創出事業 （再掲）【拡充】 1,519 千円 

► 企業等振興奨励事業 【拡充】 30,000 千円 

► 労働対策事業 （再掲）【拡充】 50,633 千円 

► 企業間連携推進支援事業 （再掲）【拡充】 4,000 千円 

 

（３）地域産業を振興する情報・交通網の整備 

► 市単独道路整備事業 【継続】 44,000 千円 

► 市単独土地改良維持事業（農道等） 【継続】 5,932 千円 

 

（４）計画的な土地等の利用促進 

► 森林管理 100％作戦推進事業 【継続】 17,920 千円 

► 中山間地域等直接支払推進事業 【継続】 22,461 千円 

► 地籍調査事業 【継続】 110,500 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 

► 人権啓発事業 【拡充】 7,877 千円 
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（２）コミュニティ活動の促進 

► 広報事業 【拡充】 6,914 千円 

 ホームページデザインの作成・更新などを専門業者に委託 

► 地域自治協議会運営事業 【拡充】 93,651 千円 

 養父市まちづくり基本条例の理念に基づき、協働のまちづくりを推進する

ため、旧小学校区単位とした地域自治組織の設立及び運営の支援を行う。 

► 地域づくり支援事業 【継続】 12,000 千円 

 

（３）ボランティアと NPO の育成 

► 参画と協働の推進事業 【拡充】 2,305 千円 

 

（４）男女共同参画社会の促進 

► 男女共同参画事業 【拡充】 3,781 千円 

 平成 24 年度に策定した「養父市男女共同参画プラン」に基づき、市民・

団体と協働して事業に取り組み、男女共同参画社会づくりをさらに推進する。 

 

６ その他の主要事業 
 

► 庁舎空調更新事業 【新規】 45,000 千円 

► 非常用電源整備事業 【新規】 22,000 千円 

► 職員研修事業 【拡充】 2,266 千円 

 マーケティング研修、自治大学、B&G 財団研修 

► 南但広域行政事務組合（一般）負担金 【拡充】 749,037 千円 

 養父市・朝来市の消防本部の広域化を実施 

 

 

 


