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１ 基本方針 

 

１． 基本的な考え方 

 

我が国の経済は、「平成 27年度年次経済財政白書」によるとおよそ四半世紀ぶりの

良好な状況に達しつつあるとされ、また１月の月例経済報告では、その景気動向は「こ

のところ一部に弱さは見られるが、緩やかな回復基調が続いている」とされています。  

このように国の経済・景気はアベノミクスの「三本の矢」政策の一体的推進により

経済回復においては一定の成果は出ているものの、成長戦略においては大きな進展は

なく、また懸念の人口減少問題については、我が国の総人口は 2008 年前後をピーク

として減少に転じており、2060年には 8674 万人まで減少すると見込まれています。  

特に人口減少が著しい地方においては、今後少子化・高齢化がさらに加速し、将来

において消滅の可能性がある自治体が数多く存在するといわれております。そのため

国においては「まち・ひと・しごと創生本部」を立ち上げ、平成 26年 12月に閣議決

定された「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の中で基本的な考えとして「人口減少

と地域経済縮小の克服」等を掲げており、この問題について、国を挙げて積極的な取

り組みが進められています。 

過疎の中山間地域においては、この「少子化・高齢化」と「人口減少」の問題は自

治体の存亡にかかわる重大な問題であります。養父市においては、すでに国の動向に

先駆け、この問題を最優先で臨むべき課題として取り組んできておりますが、この度

の国の動きに呼応して、将来を見据え、持続的に発展していく養父市の構築に向けて

平成 26年度に「まち・ひと・しごと・ふるさと養父市創生本部」を立ち上げました。

さらに平成 27 年度に「まち・ひと・しごと・ふるさと養父市創生総合戦略」を策定

し、それに基づき、移住・定住対策や子育て支援など養父市の地方創生を加速させる

ための取り組みを強化しております。 

少子化・高齢化と社会経済を支える生産年齢人口や将来を支える年少人口の減少は 

地域経済の縮小やコミュニティの衰退を引き起こし、そのことが養父市の活力に多大

な影響を与えることが強く懸念されております。平成28年度は養父市が一丸となって

この問題に立ち向かい、まち・ひと・しごと・ふるさとの再生を図るため、市政のテ

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、基本方針を

昨年度に引き続き「新たな生命（いのち）を育むまち：産業を育み 人を育む」と定

め、大学等の修学支援のための奨学金等制度の創設や農業の担い手の法人化への取り

組み支援、創業支援など人財育成（人）としごとづくり(産業）に全力を傾注し取り

組みます。 
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養父市の地域経済の復活にあたっては、「養父市経済活性化戦略」において価値創

造と育成を視点に、「農業」と「観光」を地域活性化への軸として展開していくとし

ております。国家戦略特区における民間事業者や高齢者など多様な担い手の参入によ

る耕作放棄地の再生や農業の６次産業化、農産物・食品の高付加価値化など革新的農

業の実践により実現してまいります。 

 さらに「まち・ひと・しごと・ふるさと養父市総合戦略」においても産業としての

農業をはじめ、地域の伝統文化や食を通じた健康や風景、景観など、多面的な“農”

を柱に養父市地方創生の戦略を進めることとしており、平成 28 年度はこの総合戦略

の考え方をベースに「人口減少対策」や「地域経済の活性化」に向けた事業を重点的

に実施いたします。 

 

２． 平成２８年度の市政運営の方針 

 

平成２８年度は「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 

運営のテーマとし、総合戦略における基本目標を主な柱として以下の五つの柱を定め、

それを実現するための事業を重点的に実施いたします。 

 

 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） 

  

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） 

 

 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） 

 

 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） 

 

 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】    3,000千円 

   移住希望者に対し年中無休の相談窓口を設立し、きめ細やかな相談支

援をおこなう。 

・孫ターン推進事業            【新規】      1,500千円 

       養父市シルバー人材センターと協働し、都市部にすむ孫を養父市に招

き自然体験などの参加を通じ孫ターンのきっかけづくりを行う。 

・結婚結う会いターン推進事業        【新規】      1,500千円 

        U・I･Jターンする新婚世帯を対象に移住費用等の支援を行い、若年

世帯の移住定住を促進する。 

・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基盤となる住環境の整備等に対

する支援を行う。 

・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住宅を提供し、本格的な移住を

後押しする。 

 

   ○ 大学等奨学金事業（大学等修学支援事業費）   【新規】    9,000千円 

          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。 

 

    〇 移住定住者の雇用促進事業(老人福祉一般事務費) 【新規】    2,000千円 

      U・I･Jターン者や事業所等に補助金を交付することにより U・I･Jターン 

者を市内の介護事業所で雇用し、移住・定住の促進と介護人材の確保を図る。 

   

 ○ 地域おこし協力隊活動事業費         【拡充】    25,432千円 

   養父市で活動する地域おこし協力隊を 6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。 

 

 



4 

 

■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】  1,400千円 

    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。 

 

   ○ 但馬農業高校修学支援事業（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、生徒の保護者と下宿 

の提供者に対し補助金を交付する。  

  

 ○ 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 

   市内の小中学校で地域の伝統文化産業等に触れる機会を創出する。 

 

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

     市内すべての小中学校で氷ノ山登山と「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。 

 

  ■戦略的な情報発信 

   ○ 観光宣伝費（養父市定額観光タクシー事業除く）       35,974千円 

     国家戦略特区指定の機運を活かし、引き続き養父市の魅力を広くＰＲする 

ことで、観光と農業による経済の活性化を実現する。           

・続・何かと読めないまち事業               【新規】 13,700千円 

           市が発信する情報の整理とターゲットを意識した発信、統一感のあるＰ

Ｒを実施する。 

 

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次化・産業連携へのチャレンジ 

○ 農産物特産開発事業費             【拡充】 7,000千円 

「儲かる農業支援事業」により商品開発等や農産物の高付加価値化に必要

な機械・施設整備の設置支援を行うほか、「産地化形成補助金事業」を拡充

し朝倉山椒やにんにく等の特産品の生産地を拡大させブランド力を高める。     
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   ○ 企業間連携推進事業（商工振興事業費）       【継続】 5,336千円 

     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、および産業フェアを実施。 

 

      ○ 特産品販路開拓支援事業費           【新規】 6,000千円 

     朝倉山椒を中心とする市内特産品を国内外の展示会等に出店して販路の

開拓を図るとともに養父市産朝倉山椒の地位確立を目指すため知的財産保

護に向けた調査研究を行う。 

    

   ○ 畜産振興対策事業費              【拡充】 75,036千円 

  新規事業では、飼養管理施設の整備や但馬牛の貸与等を補助する「養父市 

和牛クラスター事業」と「酪農・和牛農家連携経営体質強化事業」を実施し、 

酪農及び但馬牛飼養農家の生産基盤を強化する。 

これらを但馬牛等のブランド力の強化や畜産農家の担い手対策、高品質で 

特徴のある生産技術の普及支援、また、家畜排泄物対策などの既存事業と併 

せて実施することにより、畜産経営環境を強化する。 

  

■起業・創業へのチャレンジ 

   ○ 起業・創業・事業継承支援（商工振興事業費）   【拡充】 5,000千円 

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

新たに創業塾を開催し、創業・事業継承への促進を図る。 

 

   ○ 担い手総合支援事業               【拡充】 18,317千円 

     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

手の育成・確保を図る。 

 

   ○ 農地環境整備事業（市単独土地改良維持事業費）  【新規】 2,500千円 

     区画整理や用排水路のパイプライン化など農業生産基盤の整備等を実施 

し、営農に係る労力の省力化を図り地域環境の保全と農地の生産性向上を目 

指す。(能座地区) 

    

○ 農地景観整備事業（市単独土地改良維持事業費）  【新規】   2,000千円 

     別宮地区の棚田の景観維持と生産性向上を図るため、親水池の改修を行う。 
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○ 地域産業育成基盤整備事業（商工振興事業費）    【新規】  1,900千円 

     ビジネスマッチングサイト（ポータルサイト）を構築・制作し、市内企業 

情報や事業用地等の情報を提供することにより取引先の開拓や販路拡大、企 

業誘致活動の強化を図る。 

    

   ○ 養父市企業支援センター事業費         【拡充】  3,000千円 

     景況調査の実施と市内企業紹介サイトの運営業務を追加して委託する。 

   

   ○ 企業等振興奨励事業費             【継続】  32,500千円 

     市内の商工業者（事業所）、養父市へ企業立地した企業を支援することに 

より、産業の振興と雇用機会の拡大を図る。 

  

   ○ 商工業者融資事業費               【拡充】  7,870千円 

     景気の低迷や経済の悪化による資金不足、経営革新や事業規模拡大により

事業者が必要とする事業資金の融通を促進し、中小企業の健全な発展を図る。

併せて、国家戦略特区指定に伴い農業をする中小企業者の事業活動に必要な

資金の融通を促進し、もって市内農商工業の発展と本市の産業振興を図る。 

 

■地域資源の活用と伝統産業のイノベーション 

   ○ 明延地域活性化事業（地域づくり支援事業費）  【新規】     700千円 

     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。 

 

   ○ 景観計画策定事業（景観形成推進事業費）     【新規】   8,460千円 

     市独自の景観施策として明延などの特徴ある文化的景観、八鹿や大杉など

の歴史的景観、その他自然景観、景観上重要な建造物などを市の景観条例に

基づき指定し保全するとともに、さらに向上・活用する景観まちづくりを強

力に推進する。 

 

   ○ 養蚕プロジェクト事業費             【新規】   1,200千円 

     養父市の伝統産業であった養蚕産業を新たな産業として再生の可能性に

向けた検討を行うとともに、観光ブランドの確立や他の養蚕文化を持つ自治

体との連携を目指す。 

   

 

 



7 

 

■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】  1,867千円 

     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。 

 

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

     有機農業の普及拡大により安全安心な農産物の市内外への流通増加を目

指すほか、空き家・空き農地を活用した事業では古民家や周辺農地を利用し、

地域交流や営農体験ができる施設として運営し、新たな市内外からの担い手

候補の定住を促進する。 

 

   ○ 養父市定額観光タクシー事業（観光宣伝費）   【継続】    2,150千円 

          市内タクシー業者による定額タクシー制度を実施し、都市部からの観光客

（シルバー・ファミリー層）の利便性向上と誘客拡大を図る。 

   

 ○ 高速バス利用者駐車場整備（交通政策事業費）  【新規】  10,000千円 

     北近畿豊岡自動車道日高 IC 開通に合わせ、八鹿氷ノ山インターに付近に

高速バス利用者駐車場の整備をする。 

    

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                    1,800千円 

 ・出会い応援セミナー事業             【新規】  1,000千円 

  自己啓発セミナー、婚活セミナー等の開催 

 ・婚活支援事業補助金交付事業            【新規】   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      

   ○ 母子保健事業                【拡充】  30,766千円 

     特定不妊治療費の助成や出産準備金の交付、妊婦健診の補助、産後ケア、

健康診査、育児相談等により妊娠前後、出産前後の切れ目ない支援を行う。     
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 ○ 保育料の軽減                 【継続】  186,416千円 

  子育て世帯における保育料負担の公平化と軽減を図るため、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）     【新規】   14,066千円 

     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。 

 

○ 子育てヘルパー派遣事業            【新規】    1,831千円 

   子育て経験を持つ養父市シルバー人材センター会員、NPO法人りとるめい

と等をヘルパーとして、産後 3か月までの間にある家庭に派遣し家事・育児

の援助を行う。 

 

○ 乳幼児等医療費助成事業            【拡充】   50,529千円 

○ 母子家庭等医療費助成事業費          【拡充】    4,581千円 

○ こども医療費助成事業費            【拡充】   32,311千円 

○ 未熟児養育医療費助成（母子保健事業費）    【拡充】    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。 

   ※他の公費負担医療を受けた後の自己負担額が生じる場合、その負担額の 

全額助成を拡充する。 

 

○ 学童保育事業費                【継続】   41,988千円 

○ 一時預かり事業費                【継続】    5,750千円 

   就労の多様化や保護者の緊急時等により家庭で子育てができない場合で

も一時的に預かり、子育て家庭の育児支援を行う。 

 

■住民の参加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 

      認定こども園等において、園舎・園庭の開放、子育て家庭の交流、子育て

に関する相談などを実施し子育て家庭の育児支援を行う。 

 

  ○ 放課後ふるさと教育事業（再掲）         【継続】   1,400千円  

○ 子育てヘルパー派遣事業（再掲）        【新規】   1,831千円 
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     ○ 大学等通信教育修学支援金給付事業（大学等修学支援事業費）【新規】1,000千円 

      養父市に居住し通信大学等で学ぶ若者に対して、入学金・授業料の一部を 

修学支援金として支給し、経済的負担の軽減を図る。 

 

     ○ 小学校遠距離児童通学対策事業費          【継続】 43,246千円 

      ○ 中学校遠距離生徒通学対策事業費         【継続】  63,566千円 

       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 

       遠方へ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               【継続】  3,045千円 

      運動の普及を通した健康づくり事業を、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による健康寿命の延伸と医療費の削減を図る。 

   

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

     ○ 放課後ふるさと教育事業（再掲）        【継続】  1,400千円 

    ○ 子育てヘルパー派遣事業（再掲）       【新規】  1,831千円 

     高齢者の就労ニーズに合わせた就労に関する取り組みを推進し、生きが 

いづくりと社会参加の促進を図る。 

 

■医療・福祉の安心を守る 

○ 健康増進事業費                  【継続】   37,310千円 

     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 

  

     ○ やぶ医者プロジェクト事業費           【継続】  58,737千円 

      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。 
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○ 高齢者と親子の交流ふれあい事業（介護保険特別会計）【新規】 908千円 

       0歳から 3歳の赤ちゃんとその母親が高齢者の介護予防通所事業を行う

施設に出向き、赤ちゃんの力を生かした癒しや交流により、高齢者の介護

予防・認知症予防を図る。 

 

  ■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            【拡充】 4,631千円 

     既存事業に土のうキットの設置や各自治協での自主防災訓練支援を拡充。 

 

    ○ 地域支え合い買い物支援事業費           【継続】 2,900千円 

      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。 

 

    ○ 参画と協働の推進事業費             【継続】 1,120千円 

    ○ 地域自治協議会運営事業費            【継続】 98,129千円 

          地域自治協議会、NPOなどが地域の特色を生かしながら課題を解決する取

り組みを支援する。  

 

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。 

   ○ 地方創生・国家戦略特区事業費(再掲)       【拡充】  1,867千円 

〇 儲かる農業支援事業（農産物特産品開発事業）(再掲) 【継続】  2,000千円 

 ○ 企業間連携推進事業（商工振興事業費）（再掲）     【継続】  5,336千円 

    ○ 養父市特産品販路開拓支援事業(再掲)       【新規】  6,000千円 

   ○ 産地化形成補助金事業（農産物特産品開発事業） (再掲)   【拡充】  4,200千円 

 ○ 担い手総合支援事業(再掲)            【拡充】 18,317千円 

   ○ 農地環境整備事業（再掲）            【新規】  2,500千円 

   ○ 農地景観整備事業（再掲）            【新規】  2,000千円 

   ○ 国家戦略特区農業保証融資（商工業者融資事業）（再掲）【継続】   3,119千円 

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

 

 

 

 

 

 



11 

 

  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 9 億 9,900万円の減 

平成 28年度の一般会計当初予算は 178億 8,000万円で、平成 27年度当初予算

の 191億 8,200 万円と比較して、13億 200万円減少した。 

基金積立て 5 億 3,200 万円、一般会計の繰上償還（補償金を含む。）12 億 900

万円の特殊要因を除いた比較では、平成 27 年度 171 億 3,800 万円に対して、平

成 28年度 161億 3,900万円となり、実質で 9億 9,900万円の減（▲5.8％）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 1 億 8,800万円の増、企業会計は 2,600万円の増 

特別会計の当初予算は 108億 4,800 万円で、平成 27年度当初予算 106億 6,000

万円と比較して 1億 8,800万円の増加となっている。 

企業会計の当初予算は 3 億 3,900 万円で、平成 27 年度当初予算 3 億 1,300 万

円と比較して 2,600 万円の増加となっている。 

＜平成 28年度当初予算＞           （単位：百万円、％） 

区 分 H28当初ａ H27 当初ｂ 増減額ａ-ｂ 増減率（ａ－ｂ）/ｂ 

一般会計 17,880 19,182 ▲1,302 ▲6.8 

特別会計 10,848 10,660 188 1.8 

企業会計 339 313 26 8.3 

合 計 29,067 30,155 ▲1,088 ▲3.6 

一般財源
国県支出金 地方債 その他

一般会計予算額 17,880 2,296 606 1,429 13,549

特殊要因 1,741 50 96 1,595

特殊要因除き 16,139 2,296 556 1,333 11,954

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 ▲ 1,302 1 ▲ 981 ▲ 215 ▲ 107

特殊要因 ▲ 303 0 0 ▲ 329 26

特殊要因除き ▲ 999 1 ▲ 981 114 ▲ 133

増
減

予算額
特定財源

区　　　分

２
８
年
度
2
7
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、大規模建築物や新築住宅増により 2,900万円の増収を

見込む。個人市民税は企業の景気の回復による増額、法人市民税については主要

企業の納税見込みの減により減額、軽自動車税は標準税率の引き上げ及び重課に

より 650万円の増額、市税総額ではたばこ税の減額などで 1,700 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。配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金についてはそ

れぞれ 4,000万円（3,100万円増）、3,100 万円（2,900万円増）を見込む。譲与税・

交付金総額では 7,400 万円の増額を見込んでいる。 

 

 

 

（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ったこと、平成

28 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

割の減収に伴う基準財政収入額の減額見込みにより 1億円減額の 89億円を見込む。 

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 1億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。 

大型事業としては、防災行政告知システム整備事業（2 億 6,000 万円）を昨年

度に引き続き実施するが、ケーブルテレビ民間化事業に係る幹線工事に対する補

助金交付や市道整備等の事業が終了したため、前年度と比べ 9億 8,300万円の減

額となっている。 

 

(H27) 5億 7,500 万円 → (H28)6億 4,900万円    7,400万円（12.9%） 

(H27)100億円 → (H28)99 億円    ▲1億円（▲1.0%） 

(H27)25億 2,100 万円 → (H28)15億 3,800万円   ▲9億 8,300万円（▲39.0%） 

(H27)23億 5,300 万円 → (H28)23 億 3,600万円  ▲1,700 万円（▲0.7%） 
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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 15 億 4,700万円となる。償還額は、繰上償還分 11億 6,300万円を

含め、全会計で 46億 6,700万円となる。これにより平成 28年度末残高見込みは、

前年度と比べ 31 億 2,000万円減少する。 

 

 

 

＜市債残高＞       （単位：百万円） 

区 分 

H27末 

残高見込 

Ａ 

H28中の異動 H28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 20,477 1,156 3,371 18,262 ▲2,215 727 

特別会計 16,374 391 1,250 15,514 ▲860 618 

企業会計 798 0 46 753 ▲45 30 

合計 37,649 1,547 4,667 34,529 ▲3,120 1,375 

※１人当たりの残高は、平成 28 年 2月 1日現在の住基人口（25,118 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 
H27末 

残高見込 

H28中の異動 H28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 5,470 6 0 5,476 218 

減債基金 981 125 0   1,106 44 

特定目的基金 4,728 482 217 4,993 199 

その他基金 587 0 23 564 22 

全基金 11,766 613 240 12,139 483 

※１人当たりの残高は、平成 28 年 2月 1日現在の住基人口（25,118 人）を用いて算定している。 

発行額 (H27)25億 1,200万円→(H28)15億 4,700万円  ▲9億 6,500万円 (▲38.4%) 

償還額 (H27)53億 1,400万円→(H28)46億 6,700万円   ▲6億 4,700万円 (▲12.2%) 
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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 27 年４月１日現在の職員数は 295 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 28

年４月１日の職員数見込は 301人となる。 

養父市定員適正化計画では「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 26年度の 95.2 から 0.6ポイント上

昇し 95.8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した。なお、平成 27 年度の人事院勧告によ

る給与法改正に準拠し、平均 0.4％の給料表の引き上げを行った。 

 

一般職給与費の推移 

 （H27）18億 5,900 万円 →（H28）18 億 6,400万円  500 万円（0.3％）  

 

 

 

 

＜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(H27) 13,118百万円 

人口（住基 H28.2.1） 25,118人   財政力指数(H27) 0.252 

世帯数（住基 H28.2.1） 9,604 戸   実質公債費比率(H27見込) 11.2% 

ＮＰＯ法人数(H27.6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】   4,689 千円 

 養父、大屋・関宮、八鹿の 3 ブロックに分かれ 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】  2,099 千円 

中学生が学区内の事業所で就業体験を行う。 

●  放課後子ども教室事業費             【継続】  1,784 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。 

    ● 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）                【新規】 1,400 千円 

 

（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】 30,704 千円 

 小・中学校の PC 更新を行う。（小学校 2 校、中学校 1 校） 

●  教育相談員配置事業 【継続】 1,993 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。 

●  小中一貫教育調査研究事業   【継続】 2,010 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。 

 

（３） 生涯学習・次世代育成の環境づくり 

●  成人式挙行費 【継続】 756 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】 3,358 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】   1,814 千円 

 青少年育成団体や女性団体への活動支援を行う。 
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（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費           【継続】  4,690 千円 

養父市スポーツ賞の実施、スポーツ推進委員の設置などを行う。 

●  スポーツ大会開催事業費             【継続】 4,610 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。 

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

         スポーツクラブ２１や養父市体育協会によるスポーツ活動の支援。 

 

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費               【拡充】 29,892 千円 

    ふるさと納税関連事務費(システム利用料等)を増額して計上。 

  ● 観光施設等整備事業費                【継続】 30,000 千円 

 高丸山－鉢伏山ルートの自然歩道整備工事を実施する。 

●  イベント関連補助事業費             【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。 

    ● 観光宣伝費（再掲）                             【拡充】 38,124 千円 

 

（２） 自然環境の保護・保全 

    ● 緊急防災林整備事業費              【継続】 58,831 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          【新規】  18,700 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。 

●  森林管理 100％作戦推進事業費           【継続】 17,994 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。 

●  受託造林事業費                  【継続】 10,000 千円 

 森林総合研究所分収造林地において、森林保育及び作業道開設を行う 

   

（３） 地域景観づくり 

● 景観形成推進事業費                    【拡充】 14,199 千円 

     景観計画策定や歴史的建築物活用事業を実施。 
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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】 7,191 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（再掲）         【継続】 1,200 千円 

●  木彫フォークアートおおや事業費（再掲）    【継続】 5,807 千円 

● ビバホールチェロコンクール推進事業費（再掲） 【継続】 9,053 千円                              

   

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・災害対策施設整備事業費             【継続】261,097 千円 

    防災行政告知システム（有線無線併用型）の整備を行う。 

   ● 消防施設整備事業費              【継続】 33,919 千円 

     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 

    流末排水処理、山地法面崩壊対策事業を実施する。   

  ● 自主防災組織支援事業費（再掲）         【拡充】  4,631 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】 22,063 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。 

   ● 地域支え合い買い物支援事業費（再掲）     【継続】  2,900 千円 

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

    ● 健康づくり推進事業費（再掲）                  【継続】  3,045 千円 

  ● 高齢者と親子の交流ふれあい事業（介護保険特別会計）（再掲）【新規】   908 千円 

 

（３）子育てがしやすい環境づくり 

  ● 大学等修学支援事業費（再掲）                  【新規】 10,000 千円 

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

● 保育料の軽減（再掲）             【継続】 186,416 千円 

● 多子世帯保育料負担軽減等事業（給食費） （再掲）【新規】 14,066 千円 

   ● 母子保健事業費（再掲）                        【拡充】 30,766 千円 

● 乳幼児等医療費助成事業費（再掲）       【拡充】  50,529 千円 

● 母子家庭等医療費助成事業費(再掲)       【拡充】   4,581 千円 

● こども医療費助成事業費(再掲)         【拡充】  32,311 千円 
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● 未熟児養育医療費助成（母子保健事業費）（再掲） 【拡充】  1,207 千円 

● 学童保育事業費（再掲）                        【継続】  41,988 千円 

● 一時預かり事業費（再掲）           【継続】   5,750 千円 

● 小学校遠距離児童通学対策事業費（再掲）    【継続】 43,246 千円 

   ● 中学校遠距離生徒通学対策事業費（再掲）    【継続】 63,566 千円 

  ● 結婚応援推進事業費（再掲）          【新規】  1,800 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】  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。 

● 交通政策事業費                 【拡充】 147,546 千円 

     生活バス路線維持、但馬空港等利用促進、高速バス利用者駐車場整備等 

  ● 市営住宅管理費                【継続】  49,184 千円 

     市営住宅の長寿命化事業、リノベーション工事等 

● 定住促進対策事業費 (再掲)                     【拡充】  33,435 千円 

     

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費 (再掲)     【拡充】  1,867 千円                                                    

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

   ● 農産物特産開発事業費（再掲）         【拡充】   7,000 千円                                                                

   ● 担い手総合支援事業費（再掲）         【拡充】 18,317 千円 

    ● 養蚕プロジェクト事業費（再掲）               【新規】  1,200 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（再掲）                 【継続】 32,500 千円 

   ● 商工業者融資事業費（再掲）                   【継続】  7,870 千円 

   ● 商工振興事業費（再掲）                       【拡充】 12,236 千円 

   ●  養父市企業支援センター事業費（再掲）         【拡充】  3,000 千円 

   ● 畜産振興対策事業費（再掲）                   【拡充】 75,036 千円 

   ● 地域おこし協力隊活動事業費（再掲）           【拡充】 25,432 千円 

   ● 特産品販路開拓事業費（再掲）                 【新規】  6,000 千円 
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（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】 195,607 千円 

     橋梁長寿命化事業、橋梁総点検、路面修繕等を実施する。 

   ● 道整備交付金道路整備事業          【継続】 48,000 千円 

     市道葛畑大久保線を整備する。 

   ● 市単独道路整備事業              【継続】  24,000 千円 

     市道満福寺線道路改良ほか４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                  【継続】 145,259 千円 

     新規６計画区、継続 35 計画区の調査を実施する。（調査面積 32.27 ㎡） 

              

                       

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】  6,785 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】 7,703 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            【拡充】  9,216 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】 98,129 千円 

 

（３） ボランティアと NPO の育成 

● 参画と協働の推進事業（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 【継続】 3,983 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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