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Ⅰ 基本方針                        

 

１ 基本的な考え方 

内閣府が毎月公表している月例経済報告（平成 31 年１月）において、「景気は、

緩やかに回復している。」、先行きについては、「雇用・所得環境の改善が続くなか

で、各種施策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、通

商問題の動向が世界経済に与える影響や、中国経済の先行きなど海外経済の不確実

性、金融資本市場の変動の影響に留意する必要がある。」とされています。 

このような中、国の平成 31 年度予算については「平成 31 年度予算の概算要求に

あたっての基本的な方針について」において、「経済財政運営と改革の基本方針

2018（骨太の方針）」で示された「新経済・財政再生計画」の枠組みの下、引き続き

手を緩めることなく本格的な歳出改革に取り組む。歳出全般にわたり、平成 25 年度

予算から平成 30 年度予算までの安倍内閣の歳出改革の取組を強化するとともに、施

策の優先順位を洗い直し、無駄を徹底して排除しつつ、予算の中身を大胆に重点化

するとされています。 

「経済財政運営と改革の基本方針 2018（骨太の方針）」では、2019 年 10 月に予

定されている消費税率引き上げにより、少子化対策や年金、医療、介護に対する安

定的な財源を確保することが課題であるとしている。  
本市財政は、平成 29 年度一般会計決算において合併以来連続の黒字を確保したも

のの、社会保障関係経費をはじめとする扶助費が引き続き増加している状況にあり

ます。 

 また、普通交付税について、合併算定替の段階的削減が最終年となり、今後より

一層の歳出効率化が求められます。 

 さらに、養父市文化会館（仮称）の建設事業や老朽化が進む公共施設・インフラ

の長寿命化対策は、現在から長い将来にわたり多額な財源が必要となることから、

財政をめぐる状況はより一層厳しいものとなることが予想されます。 

しかし、このように困難な財政運営が求められる中にあっても、人口ビジョン、

総合戦略を今一度見直し、進むべき方向を明確にし、養父市創生の実現を強力に推

進していかなければなりません。「できない」と考える前に挑戦をしていく気概をも

って市政運営を進めます。 
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２ 平成 31 年度の市政運営の方針 

市政 15 周年を迎える平成 31 年度予算は、急激な人口減少と高齢化、少子化に起

因するいびつな人口構造の改善を進め、人口減少に歯止めをかけていきます。現状

の継続では破局的な将来が予想されますが、「あるべき未来」を起点に、そこから逆

算し「今」何をすべきかを考えるバックキャスティング思考のもと、「住みたいまち

に」、「チャレンジできるまちに」、「子育てしたいまちに」、「健康長寿のまちに」、

「国家戦略特区の推進」の５つを重点施策として進めます。 

私たちは、ジェンダー（社会的・文化的につくられる性別）による（潜在的な）

男女差別をなくして、一人ひとりの実力が生かされるまちづくりを進めなければな

りません。養父市に住むすべての人が活躍できる社会をつくることが、若者の定住

を促し、安心して出産、子育てができるまちになります。 

あわせて交流人口及び関係人口の増加を目指し、社会環境の充実に向けた取組を

さらに強力に推し進めていきます。 

障がい者、高齢者などすべての人が暮らしやすい地域福祉の充実にも積極的に取

り組んでいきます。平成から新たな時代への扉が開きます。社会情勢がめまぐるし

く変化する現在、進むべき方向を明確にして、市民の総力を結集し、直面する課題

を克服していかなければなりません。養父市民が元気でキラキラと輝き、心豊かに

暮らせるまちづくりを進めていきます。 

世界に目を向けますと、多くの国では国連が全会一致で採択した「持続可能な開

発目標（Sustainable Development Goals）略称 SDGｓ（エスディージーズ）」を一

つの大きな指標としております。 

日本では今、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、IoT（モノのインターネット）、AI

（人工知能）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 であります。Society5.0 の時代を歩むためには知識も進化させていかなく

てはなりません。 

いずれにおいても、固定観念からの脱却、事業の見直しと効率化を進め、戦略的

事業展開を進めていきます。 
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Ⅱ 施策の体系                           
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国家戦略特区の推進 

すべての市民が養父市において心豊かで、誇りを持って生活で

きる幸せ多い社会、文化的にも経済的にも真の豊さを持つ社会の

創造 

 合併 15 周年を迎え、まちづくりが創生期から成長期へと推移し

ていく段階において、養父市まちづくりの方向性を宣言 

 目指すべき姿の実現に向けて、優先度、重要度、効果の高さの視

点から重点施策を抽出 

市民総活躍によるまち・ひと・しごと・ふるさとの創生 
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１ 住みたいまちに                   

■主な事業                           

①若者住宅地分譲地事業             【新規】事業費 42,500 千円 

  ・定住を促進するため、宅地分譲地を整備する。 

   特に若者世代の定住を促進するため実施する。 

②定住促進対策事業費                  事業費 44,831 千円 

・やぶ暮らし住宅支援事業            【拡充】事業費 28,400 千円 

親世代から育児や家事の支援などを受けやすい同居・近居を推進し、母親が

積極的に働きながら安心して子どもを産み育てる環境づくりを進めるため、

同居近居世帯応援加算を新設し、市内への移住や定住の促進を図る。 

 ・ちょこっと暮らし住宅支援事業             【拡充】1,340 千円 

  農業体験や地域交流、お試し居住などの生活体験を通して徐々に本格的な移

住へと移行していく施策として、ちょこっと暮らし住宅を拡充する。 

・ひょうごわくわく地方生活実現支援事業        【新規】2,000 千円 

  東京圏への一極集中の是正及び地域の中小企業等における人手不足の解消を

図るため、東京圏からの移住者が就業・起業した場合に支援金を支給する。 

③訪問看護師・訪問介護員の安全確保・離職防止対策事業【新規】事業費 86 千円 

・訪問看護師・訪問介護員のサービス提供時の安全確保を図るため、介護サー

ビス外での複数訪問が必要なケースでの補助を行い、職員の安全確保、働き

やすい職場環境を作り離職防止につなげる。   

④若者未来応援奨学金事業                 事業費 27,600 千円 

・都市部等での修学後に養父市へＵターンする意欲ある若者の将来を応援する 

ため、奨学金を貸与する。 

⑤観光宣伝費                       事業費 30,778 千円 

・2019 新・何かと読めないまち事業          【拡充】9,430 千円 

   ＳＮＳインフルエンサーを活用したプロモーションを更に充実させるととも

にワールドマスターズゲームズ 2021 関西も視野に入れた事業展開を図る。 

⑥男女共同参画事業                    事業費 1,220 千円 

  ・政策や方針決定の場への女性の参画を進めるとともに、女性活躍・起業支援

セミナーの開催などにより、女性活躍社会の実現を目指す。 

  ・潜在的な男女差別の解消を進める。 
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■未来につながる動き                       

□ 審議会・委員会等の女性の登用 

  〇 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

□ 移住に関するアンケート結果 

  〇 都市住民の移住相談が増加、田舎暮らし志向の高まりが顕著 

  〇 移住地選択の優先順位では、仕事、住居、自然環境がトップ 

  〇 希望物件では空き家（戸建て）のニーズが高い。 

 

 

 

 

 

 

      

  

 □ 人材確保による福祉の充実 

  〇 福祉職の地域定着の推進、安定した福祉サービスの提供による福祉の充実 

 

■取組の方向性                           

□ 情報発信から相談、体験、定住に向けた体系的支援の充実 

 〇「養父市の魅力発信アプリ（やぶアプリ）」の活用 

□ 高校生等を対象に未来のやぶを担う人材育成事業を展開 

□ 空き家・空き地の「負の資産」から「資産」への転換 

 □ 障がいの有無等に関わりなく働き続けられる環境づくり 

□ 安心して働ける環境づくり 

□ 養父市の未来に貢献できる子どもたちの育成で地域防災力の強化を図る 

 □ ワールドマスターズゲームズ 2021 関西を視野に入れたプロモーション 

  〇若者インフルエンサーとの共同 

  〇インバウンド向けホームページの作成 

□ 地籍調査への理解と推進 

□ H30.7 豪雨及び台風 24 号災害からの早期復旧 

□持続可能な社会インフラの構築 

  〇道路、橋りょう、下水道施設の長寿命化対策事業、上下水道施設統廃合事業 

（平成 29 年度 ふるさと回帰支援センター「移住希望地域ランキング」） （ふるさと回帰支援センター来場者アンケート 2014） 



7 

 

２ チャレンジできるまちに                 

■主な事業                             

①商工振興事業費                                事業費 24,479 千円 

・ふるさと起業誘致支援事業                【新規】7,150 千円   

 ＩＴ技術を有する起業家等を誘致し、定着・集積を図るため、県が実施する

「ひょうごＩＴ事業所開設支援事業」と「兵庫高度ＩＴ起業家等集積支援事

業」に随伴補助制度「（仮称）養父市ふるさと起業誘致支援事業補助金」を新

設するとともに都市部の起業家等を訪問、ＰＲし、産業立地を促進する。 

②農地中間管理事業推進事業費              事業費 22,550 千円 

・農地中間管理機構関連農地整備事業           【新規】22,000 千円 

大塚地区において、効率的な農業経営が持続的に行えるよう新しい時代を見

据えた農地整備事業を進めるための各種調査及び計画づくり等を実施する。 

③畜産振興対策事業費                   事業費 28,331 千円 

・但馬牛畜産クラスター推進補助金           【新規】19,635 千円 

  中心的な経営体の増頭が進む中で、堆肥舎の建設に係る費用の一部を補助金

により支援し、但馬牛のふん尿処理機能の強化を図る。 

④森林環境譲与税関連事業費           【新規】事業費 25,200 千円 

・養父市林業活性化センター(仮称)運営事業        【新規】５,000 千円 

  森林環境譲与税を活用し、林業の成長産業化の実現と森林資源の適正管理を

目指す。 

・自伐型林業推進事業                 【新規】5,200 千円 

  低投資・低コストで住民自らが森林経営と施業を行う自伐型林業に取り組

み、多様な森林施業者の育成・確保を図る。 

・森林環境譲与税活用森林整備事業           【新規】15,000 千円 

  森林環境譲与税を活用し、森林経営に適さない森林の間伐・作業道開設・造

林などを実施し、森林経営に適した森林への再生を図る。 

⑤インバウンド受入整備事業            【新規】事業費 6,000 千円 

・ワールドマスターズゲームズ 2021 関西を契機に、開催後も継続して来訪して

いただける体制を構築し、インバウンドによる地域活性化を目指す。 
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■未来につながる動き                       

□ ブランド特産品の進展 

 〇 ブランド戦略に基づく取組や 6 次産業化への取組が進展 

□ インバウンド取り込みによる地域経済の活性化 

 ○ インバウンド観光により自走可能な観光産業を構築 

【肉用牛の飼育農家数と飼育頭数の推移】 【肉用牛の農業産出額の推移(千万円)】 

・農家減少の中、畜産クラスター整備により増頭が加速  ・需要の増加に伴い但馬牛の価格が高騰 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■取組の方向性                           

□ 地域住民のまちづくりへの参画推進 

 〇 地域課題の解決に向けた地域自治組織の活動の推進 

 ○ 男女共同参画推進員との協働による事業展開 

□ ブランド戦略の推進 

 〇 朝倉山椒をはじめとする農産特産品の生産拡大 

 〇 特産品の海外販路開拓に向けた支援 

□ 畜産物の生産力強化 

 〇 但馬牛の肥育頭数の拡大と価値向上への支援 

□ 生産性の高い農地整備の推進 

□ インバウンド対応の体制整備 

 ○ 「道の駅ようか但馬蔵」観光案内所の機能強化と充実 

□ 生活と観光をミックスさせた情報・交通アクセス手段の構築 

  〇 ドアツードアの移動手段の充実による高齢者等市民の生活支援 

  〇 二次交通の充実による観光振興 
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３ 子育てしたいまちに                   

■主な事業                             

①文化会館等建設事業                  事業費 616,700 千円 

 ・“『生きる力』を生涯学ぶまち” “人と自然と文化を活かし、多くの人が訪れ

るまち”を実現し、生涯学習、文化芸術振興の場として市民に親しまれ、未来

に向けたまちづくりの拠点となる養父市文化会館（仮称）を建設する。 

 ②自尊感情を育む事業（人権啓発事業費）          事業費 8,457 千円 

・子育てしやすいまちを目指して発行した「子育てブック」を活用し、自尊感

情、自己肯定感を育む事業を展開する。 

 ③障がい児福祉サービス等利用支援事業           事業費 1,900 千円 

  ・障がい児の福祉サービスの一部負担金相当額を助成し、保護者の養育に係る

精神的、経済的負担の軽減と児童の健全な育成を推進する。 

④母子保健事業                     事業費 37,822 千円 

・「特定不妊治療」、「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。新たに子育ての楽しさ、関わりの大切さを学ぶ両

親学級を公立八鹿病院において開催する。 

⑤働き方改革支援事業                【新規】事業費 800 千円 

  働き方改革を実現するため、意識の醸成、事業者の生産性向上やワークライ

フバランス、女性活躍の推進等、多様な働き方への取り組みを支援する。 

⑥私立認定こども園整備費補助金              事業費 103,100 千円 

・私立こども園の園舎増改築等の補助を行う。 

⑦学校施設等長寿命化計画策定事業         【新規】事業費 9,700 千円 

・小中学校の校舎整備やトイレの洋式化など良好な教育環境を確保するため長

寿命化計画を作成する。 

⑧義務教育学校・開設運営事業             【新規】事業費 1,204 千円 

・関宮小学校と関宮中学校を義務教育学校として一体的な教育環境を整える。 

 ⑨小規模校・地域活性化事業                    事業費 8,060 千円 

・小規模特認校制度を導入している建屋小学校への通学区域外からの就学を促

し、「地域とともにある学校、学校とともにある地域づくり」を推進する。 
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■未来につながる動き                        

□ 文化芸術を鑑賞する機会や幅広い文化活動へ参加する環境が充実 

 〇 楽しさや感動、心の安らぎや生きる喜びを感じる人の増加 

 ○ 四季折々の遊びや活動の場となり子育て世代の交流機会の増加 

□ 未来の養父市を創る子どもたちの育成 

〇 生きる力の源泉といわれる自尊感情を、子育てに関わる全ての方が意識し広   

めることで未来の養父市を創る人材育成につなげる。 

□ 独身者の約６割は結婚を希望。出会いを望む声多数 

 

 

 

 

 

 

 

■取組の方向性                           

□ 生涯学ぶことができるまちづくり 

○ 赤ちゃんからお年寄りまで、気軽に立ち寄り、憩える施設の整備 

〇 自尊感情を育む事業の展開 

□多様な子育て支援体制づくり 

〇 障がい児福祉サービス施設における療育の量の確保と質の向上、相談支援の   

充実 

 ○ 妊娠期から子育て期までの様々な支援の推進 

□ 認定こども園や保育所、学童クラブ等の教育・保育の充実 

〇 園の施設整備による受け入れ体制の整備 

□ 子育ての切れ目ない支援や家族、地域ぐるみの子育て環境の広がり 

〇 支援拠点事業や地域における親子の仲間づくりや子育て広場を推進 

〇 発達相談や虐待防止対策のきめ細かなサービス展開 

〇 乳幼児保育・教育の充実、保育料の軽減や多様な預かり事業などの拡充 

□ 学校規模や地域資源等を生かした養父市ならではの教育環境づくり 

〇 生きる力と確かな学力を育み、郷土を愛する心を培う教育を推進 

〇 学びを支える施設や学校と地域との連携・協働体制など仕組みの充実 

85

79

59

41

36

結婚したいと思える相手がいない

出会いが少ない

十分な所得がない

まだ結婚するには若い

まだ一人の方が自由で気楽

現在独身である理由（回答者 182 人、複数回答可 単位:人） 

（H27 養父市地方創生アンケート） 

結婚についての考え方 

（回答者 310 人 単位:％） 

59.7
14.8

23.9

1.6
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４ 健康長寿のまちに                    

■主な事業                             

①認知症総合支援事業               【拡充】事業費 1,494 千円 

 ・認知症高齢者等の見守り・SOS ネットワーク事業を開始し、地域のネットワ

ークの充実を図り、認知症になっても安心して暮らし続けるために、日頃か

らの地域での見守りや、行方不明になった場合の支援体制を整える。 

 ・認知症高齢者等の見守り・SOS ネットワーク事業登録者に対し、個人賠償責

任保険を市が負担することで、日常生活における偶発的な事故で賠償責任を

負った場合の補償を行う。（認知症高齢者等個人賠償責任保険事業） 

 ・認知症になっても安心して暮らすためのガイドブック「養父市認知症ケアネ

ット」を作成し、相談窓口や社会資源等をまとめ、認知症になっても不安な

く地域で暮らしていける地域づくりに役立てる。 

②健康増進事業                 【拡充】事業費 40,544 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。 

・医療費抑制、健康寿命延伸のため、やっぷー健康ポイントの付与による運動

の推進、毎日元気にクラスによる認知症予防、フレイル予防等組織横断的な

取組を推進する。 

・口腔衛生が全身に及ぼす影響が大きいことから、40 歳から 76 歳の方を対象

に実施している定期健診を 10 年に一度から５年に一度に拡充実施する。 

③感染症予防事業                【拡充】事業費 66,079 千円 

・感染症の蔓延予防と重症化予防のため、子どものインフルエンザ予防接種費

用の助成を中学３年生まで拡充する。 

④やぶ医者プロジェクト事業                         事業費 89,040 千円 

 ・公立八鹿病院の医師確保のための大学病院との寄附講座の設置、医学生への

修学資金の貸与、就業医師の働きやすい環境整備に必要な事業を実施する。 

・地域医療の発展と養父市の知名度向上を目的に、へき地で活躍する若手医師

を顕彰する「やぶ医者大賞」を実施する。 

⑤市単独治山事業費                   事業費 20,000 千円 

・小規模谷止め対策事業                【新規】10,000 千円 

緊急自然災害防止対策として、H30.7 豪雨災害で多くの被害が発生した小規   

模な谷川において、土砂の流出を止める簡易な谷止工を実施（20 か所程度） 
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■未来につながる動き                        

□ 健康寿命が延伸 

  〇 「毎日元気にクラス」の継続により、新規で要介護になる年齢の先送り 

  〇 認知症になっても安心して暮らせる地域づくり 

 □ 今後、見込める研修医の着任 

  〇 医学生修学資金を活用した研修医の安定的な着任への期待 

 

 

※H23,H24 活用者 4 名のうち 3 名が公立八鹿病院で研修中 

 □ 「やぶ医者」のまちとしての知名度の向上 

  〇 話題性によるメディア露出の機会が増加 

■取組の方向性                           

□ 継続的な医師確保の取り組み 

 〇 安定的な医師確保対策を推進 

□ 介護予防活動の推進 

〇 外出機会を増やし、フレイル予防を進める。 

《毎日元気にクラス》に取り組んだ方の変化、市全体に及ぼす効果  

 

 

 

 

 

 

 

□ 生きがい活動、健康・スポーツ活動など自発的活動の促進 

〇「いつでも、どこでも、何度でも学べる」環境づくりと動機づけ 

〇 文化財の継承、地域資源（自然・歴史・文化など）の活用 

〇 市民団体の育成と交流促進で地域文化の継承と創造 

 □ 認知症の人を地域全体で見守る体制づくり 

□ 大規模な災害にも対応できる強靭な地域・組織づくり 

○ 事前の防災力向上のため、新規事業「小規模谷止め対策事業」を実施。頻発

する土砂流出を抑制し、通行不能や集落の孤立を防ぐ 

活用年度  H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

人数 ２ ２ ３ ４ ２ ２ １  
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５ 国家戦略特区                     

 ■養父市特区事業の近況 

〇自家用有償観光旅客等運送事業 

  （自家用自動車の活用拡大）※愛称：やぶくる 

  ・着実に利用拡大中 

  ・働き方改革、女性活躍の視点からも注目 

  ・観光客の受け入れ体制強化、高齢者やマタニティ向けサービスなど拡充予定 

 

 〇テレビ電話を活用した薬剤師による服薬指導の対面原則の特例 

  ・医療機関、調剤薬局、行政の制度紹介、希望患者の申し出に基づき実施中 

 

 〇農家レストランの設置に係る特例 

  ・飲食店経営者が農家となり特例を活用し、レストランを設置予定 

  ・自ら栽培した農畜産物を使用した料理を提供 

 

 ■養父市特区事業の今後 

〇企業の農業参入の加速化に向け、中山間地域における農業のスマート化を推進 

 

 

６ その他主な事業                    

①小中一貫教育強化推進事業                     事業費 2,148 千円 

・「学び・校種・地域」のつながりを柱とし、児童・生徒の９年間の成長と学び

を支える小中一貫教育をさらに推進する。 

②乳幼児・こども医療助成事業              事業費 82,802 千円 

  ・０歳から中学生までの医療費を無償化し、子どもの疾病時の早期受診による

重症化予防と子育て世帯の経済的負担の軽減を図る。 

③健康づくり推進事業                 事業費 2,737 千円 

  ・青壮年期の健康づくりが、将来のフレイルや生活習慣病に与える影響が大き

いことから、青壮年期の健康づくりを推進する。 

④スポーツ振興事業                        事業費 1,726 千円 

・スポーツクラブ 21 やスポーツの振興活動等に対し支援を行う。 
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⑤養父市総合防災訓練                   事業費 2,000 千円 

・地震災害を想定した市民総参加によるシェイクアウト（安全確保）訓練・情

報伝達、各区からの報告訓練及び発災時に迅速かつ適切な災害応急対策が必

要となるため関係機関が連携し総合防災訓練を実施する。 

・養父の未来づくり・地域貢献リーダー育成講座      【新規】 

将来の養父市を担う子どもたちに防災講座を受講してもらうことで、自助と

共助の精神を育み、養父市の未来に貢献できる人材の育成を図る。 

⑥急傾斜地崩壊対策事業費            【拡充】事業費 32,500 千円 

  ・県が実施する対策事業の受益者負担を市が負担することによって、事業が促

進され安全安心な住環境が促進される。 

 ⑦市営住宅管理費                    事業費 60,195 千円 

  ・米地第 2 団地水廻り改修工事           【拡充】27,100 千円 

   老朽化した水廻りを改修し、移住受入、定住の促進及びセーフティーネット

の充実を図る。 

⑧地籍調査事業費                【拡充】事業費 230,269 千円 

・地籍の明確化と土地行政の基礎資料とし、公租公課の公平化、土地資産の保

全、土地に関する紛争防止のため、調査面積 35.70 ㎢を実施する。 

⑨道路橋りょう整備費（補助）              事業費 126,500 千円 

・市道小路頃鹿倉口線ほか整備事業         70,000 千円 

ワールドマスターズゲームズ 2021 関西の会場となるハチ高原や別宮の棚田へ

のアクセス道路となる本路線の拡幅・橋りょう架替工事に着手する。 

  ・市道宮越諏訪町線整備事業                 56,500 千円 

多くの来場者が見込まれる養父市文化会館（仮称）へのアクセス道路とし

て、本路線の車道・歩道及びバス停車帯を整備する。 

⑩水道事業配水及び給水施設整備費            事業費 319,500 千円 

  ・水道施設統廃合事業                   244,700 千円 

   将来の水需要の動向を踏まえ、施設の統廃合により事業運営の効率化を図

る。八鹿地域実施設計及び関宮地域足坂配水池及び管路工事を実施。 

 ⑪特定環境保全公共下水道事業管渠整備費         事業費 63,508 千円 

  ・下水道施設統廃合事業                    60,600 千円 

      口大屋処理区実施設計及び熊次処理区管路布設工事を実施 
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⑫給食費多子世帯負担軽減事業                事業費 16,473 千円 

・小学生及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。 

⑬小・中学校 ICT 整備事業                  事業費 56,800 千円 

・市内の全小中学校において ICT 教育環境の整備を行い、タブレット端末や大

型 TV 等を活用した授業を実施する。 

⑭やぶ・ふるさとキャリア教育推進事業           事業費 3,896 千円 

・養父市を担う人づくりに向け、ふるさと養父市の良さを実感し、先人に学び

ながら、今の養父市をとらえ、地域への参画力を高める活動を実施する。 

⑮私立認定こども園人材確保支援事業            事業費 1,800 千円 

・私立園に勤務する保育士の待遇改善を図るため、定期昇給以外での昇給を行

った場合に助成する。 

⑯スポーツ大会等開催事業                  事業費 5,702 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。 

⑰スポーツ活動支援普及事業                事業費 5,055 千円 

・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

西に向けた事業活動を推進する。 

⑱体育施設管理費                     事業費 93,776 千円 

  ・スポーツ施設の管理運営の適正化（管理費の抑制、指定管理者制度）を推進

する。 

 ⑲広報事業費                       【拡充】 

  ・「養父市の魅力発信アプリ（やぶアプリ）」を活用することで、関係人口の拡

大を進める。また、アプリ利用者間の情報交換をすることで、魅力発信など

を行っていく。 

⑳誘導看板設置事業費               【新規】事業費 5,000 千円 

  ・国県道及び市道に設置されている観光地等への案内看板を多言語表記するこ

とにより、養父市を訪れる外国人観光客等が目的地へ円滑に移動できる環境

を整えるとともに、リピーターの獲得を目指す。 
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Ⅲ 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 7,600 万円の減 

平成 31 年度の一般会計当初予算は 177 億 7,000 万円で、平成 30 年度当初予

算の 179 億円と比較して、1 億 3,000 万円の減（△0.7％）となっている。 

基金積立て 7 億 2,100 万円及び繰り上げ償還３億 2,600 万円を合わせた 10 億

4,700 万円の特殊要因を除いた比較では、平成 30 年度 167 億 9,900 万円に対し

て、平成 31 年度 167 億 2,300 万円となり、実質で 7,600 万円の減（△0.5％）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） 特別会計の当初予算は 76 億 7,600 万円で、平成 30 年度当初予算 74 億 7,200

万円と比較して 2 億 400 万円の増となり、企業会計の当初予算は 47 億 4,800

万円で、平成 30 年度当初予算 48 億 8,600 万円と比較して 1 億 3,800 万円の減

となっている。 

＜平成 31 年度当初予算＞           （単位：百万円、％） 

区 分 H31 当初

ａ 

H30 当初 

ｂ 

増減額 

ａ-ｂ 

増減率 

（ａ－ｂ）/ｂ 

一般会計 17,770 17,900 ▲130 ▲0.7 

特別会計 7,676 7,472 204 2.7 

企業会計 4,748 4,886 ▲138 ▲2.8 

合 計 30,194 30,258 ▲64 ▲0.2 

国県支出金 地方債 その他

一般会計予算額 17,770 2,571 1,097 1,819 12,283

特殊要因 1,047 0 50 421 576

特殊要因除き 16,723 2,571 1,047 1,398 11,707

一般会計予算額 17,900 2,466 1,045 1,846 12,543

特殊要因 1,101 0 50 360 691

特殊要因除き 16,799 2,466 995 1,486 11,852

一般会計予算額 ▲130 105 52 ▲27 ▲260

特殊要因 ▲54 0 0 61 ▲115

特殊要因除き ▲76 105 52 ▲88 ▲145

増

減

区　　　　　分 予算額
特定財源

一般財源

3

1

年

度

3

0

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、家屋や店舗の新築により増額を見込んでいる。個人市

民税については、景気の低迷と人口減による減額を見込み、軽自動車税は重課税

車輌の増加により増額を見込んでいる。市税総額では 3,700 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 

地方譲与税は、森林環境譲与税が新設されたことにより、総額１億 6,600 万円      

（2,500 万円の増）、交付金は、消費税率改正の影響等により地方消費税交付金

を 4 億 1,200 万円（2,200 万円の増）、総額 5 億 500 万円を見込んでいる。 

譲与税、交付金総額で前年度と比較して 4,800 万円の増額となっている。 

 

 

（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 31 年度地方財政計画等

における基準財政需要額の減額等により３億円減額の 77 億円を見込んでいる。 

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、優先度の高い事業から実施する。喫緊の課題に対処

するとともに、財源の確保に努める。 

大型プロジェクトである養父市文化会館等建設事業は、工事費として 6 億円を

計上している。その他、道路橋りょう、公共施設の維持管理費や大型修繕経費が

増加しているが、ケーブルテレビ民間化事業等の終了により総額としては 1 億

8,600 万円の減額となっている。 

 

 

(H30)６億 2,300 万円 → (H31)６億 7,100 万円   4,800 万円（7.7%） 

(H30) 90 億円 → (H31) 87 億円       ▲３億円 （▲3.3%） 

(H30)20 億 5,200 万円 → (H31)18 億 6,600 万円 ▲１億 8,600 万円（▲9.1%） 

(H30)22 億 9,600 万円 → (H31)23 億 3,300 万円  3,700 万円（1.6%） 
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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 20 億 6,100 万円となる。償還額は、繰上償還分２億 9,400 万円を

含め、全会計で 31 億 4,700 万円となる。これにより平成 31 年度末残高見込み

は、283 億 6,700 万円となり、前年度と比べ 10 億 8,600 万円減少する見込みで

ある。 

 
 

＜市債残高＞      （単位：百万円） 

区 分 

H30 末 

残高見込 

Ａ 

H31 中の異動 H31 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 16,590 1,547 1,639 16,498 ▲92 697 

特別会計 12,863 514 1,507 11,869 ▲994 501 

合計 29,453 2,061 3,147 28,367 ▲1,086 1,198 

※１人当たりの残高は、平成 30 年 2 月 1 日現在の住基人口（24,212 人）を用いて算定している。 

 

（３）財政調整基金 

当初予算は繰上償還等を除き、財政調整基金を取り崩すことなく収支バランス

を取ることとし、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 
H30 末 

残高見込 

H31 中の異動 H31 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 2,327 3 0 2,330 98 

減債基金 1,799 1 0 1,800 76 

特定目的基金 9,176 716 499 9,393 397 

その他基金 883 0 7 876 37 

全基金 14,185 721 506 14,400 608 

※１人当たりの残高は、平成 30 年 2 月 1 日現在の住基人口（24,212 人）を用いて算定している。 

発行額 (H30)18 億 7,500 万円→(H31)20 億 6,100 万円   １億 8,600 万円 (9.9%) 

償還額 (H30)35 億 800 万円→(H31)31 億 4,700 万円  ▲３億 6,100 万円 (▲10.3%) 
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（４）職員数（特別職は含めず） 

平成 31 年４月１日現在の職員数見込は、294 人である。 

（平成 30 年４月１日現在 297 人） 

平成 30 年度までの養父市定員管理計画では「職員数は 300 人」を原則

としていた。次期計画策定においても組織再編、事務事業の見直し、適正

な職員配置等により、市民サービスが低下しないよう努める。 

 

（５）給与費 

   平成 30 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、給

料表の引き上げを行った。また、勤勉手当についても支給月給 0.05 月分を 

  引き上げた。 

 

一般職給与費の推移（特別職除く） 

（H30）17 億 8,100 万円→（H31）18 億 2,100 万円  4,000 万円（2.2％）  

 

＜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  財政力指数(H31 見込) 0.233 

人口（住基 H31.2.1） 23,675 人  経常収支比率(H31 見込) 93.1% 

世帯数（住基 H31.2.1） 9,419 戸  実質公債費比率(H31 見込) 5.3% 

ＮＰＯ法人数(H31.2.1) 13 法人    

※財政力指数 

    地方公共団体の財政力を示す指数です。この指数が大きいほど財政的に余裕があると

され、「１」を超えると地方交付税は交付されません。 

  ※経常収支比率 

    経常的な経費（人件費・扶助費・公債費等）に、経常的一般財源（市税・普通交付

税・臨時財政対策債等）がどの程度使われているかを示す指標です。75％から 80％が妥

当であるとされており、80％を超えると財政の弾力性が乏しくなると言われています。 

  ※実質公債費比率 

    一般会計が負担する借入金の返済額等（特別会計や一部事務組合の返済額で一般会計

が負担する額を含む）がどの程度になるかを示す指標です。18％を超えると起債の許可

が必要になり、25％を超えると一部の起債発行が制限されます。 


