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１ 基本認識 

 
(1）  行政にとって、何にもまして優先すべきことは市民の安心と安全を確保

するまちづくりである。防災上脆弱な箇所の解消を図ることはいうまでも

なく、本市の将来を担う子ども達が集う学校施設の耐震補強については、

最優先課題に位置づけて推進する必要がある。 
 

(2）  本市は、あらゆるまちづくりの基本理念として「自立と協働」を定めて
おり、市民と行政が力と知恵を出し合い、様々な困難を克服しつつ、元気

と笑顔、思いやりのあふれるまちとすることが求められている。平成２１

年度に制定した「まちづくり基本条例」のもと、まちづくりのパートナー

となる市民主体の組織づくりや、地域を支える総合施策づくりを進め、と

もに働くまちづくりに向けた取り組みを具体化する必要がある。 
 
  

(3）  全国的な傾向である医師不足は、本市にも影響が及んでいるほか、メタ
ボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に起因する生活習慣病の予防な

ど、保健・福祉・医療への対応が求められている。人口減少や少子高齢化

が急速に進行する中で、元気な地域社会を築いていくためには、子どもか

ら高齢者まで、すべての市民が健康で元気に生活できる環境づくりを進め

る必要がある。 
 

(4）  財政基盤の脆弱な本市は、国の動向によって、運営が左右されやすく、
時に大きく回り道をしなければならない状況が生じる恐れがある。世情の

変化に微動だにせず、目指すまちづくりに邁進できる養父市をつくるため

には、経済力を高めることが不可欠であり、企業誘致を進める一方、観光

振興、地場産業の見直し、異業種の連携を図るなど、活力あるまちづくり

を進める必要がある。 
 

(5）  合併時の３万人規模の市域内人口を目指す本市にとって、将来を担う若
者や、新たな命の誕生は「市の宝」である。若い男女の出会いの場づくり

１ 基本方針 
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から住宅施策、出産、乳幼児期の医療、保育の支援など、若者が定住し、

安心して子どもを生み育てられる環境づくりを進める必要がある。 
 

(6）  市民の生活の安定と向上を図るためには、厳しい財政状況にあっても、
必要な交通基盤の整備や、環境問題への取り組みなどが求められる。きめ

細やかで快適な移動手段の提供、ゴミの減量化、省エネルギーなどによっ

て、良好で快適な環境づくりを進める必要がる。 
 

(7）  行財政基盤の強化を大きな目標として発足した養父市であったが、歳入
の多くを地方交付税に依存する体質から、三位一体の改革や地方財政健全

化法の施行などの影響を受け、極めて厳しい財政運営を強いられてきた。

第 1次行政改革大綱に基づき、徹底した改革を断行したことで、早期健全
化団体の指定は免れる見込みとなったものの、国の財政悪化や税収の減少

に加え、平成２７年度からの合併特例終了による交付税の漸減を控えてい

る。今後とも予断は許されず、厳しさの増す環境に的確に対応し、市民サ

ービスの質を確保するため、健全なやりくりを徹底する必要がある。 
 
２ 平成２２年度の施策運営の方針 

 
以上の基本認識を踏まえ、平成２２年度の重点方針は以下のとおりとする。 
 

（1） 観光交流人口１５０万人を目指す「自然・文化・人の交流空間・やぶの創
造」 

（2） 人口３万人を目指した子どもを大切にしたまちづくりの推進 
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２ 重点施策 

 
 
１ 観光交流人口150万人を目指す「自然・文化・人の交流空間・やぶの創造」 

 
○基本的な考え方 
 
 人口減少社会において経済的活力を維持・発展させる上で、観光・交流にかけ

る期待は大きい。本市のもつ豊かな自然、そこで育まれた多様な文化を観光交流

人口１５０万人のまちづくりにつなげるため、潜在的にある観光資源を再発見し、

結び、発展させることを基本とし、まちぐるみで『人を引き付け、人が集まる』

地域づくりを進める必要がある。 
 このため、平成２１年度においては、経済成長戦略の検討に着手したほか、や

ぶ市観光協会の設立、各種団体と協働で新たな観光プロジェクト作り、北近畿豊

岡自動車道の整備促進などに着手してきた。 
 平成２２年度は、これらの取り組みを一層発展させるとともに、その成果を踏

まえて観光交流人口１５０万人達成の筋道をつける年とする。 
 
【施策の体系】 
 
（１） 観光交流人口１５０万人実現のための筋道の明確化 
（２） 市民協働で新たな観光の創造 
（３） 観光交流人口１５０万人推進を担う人材養成 
（４） アクセスの改善と誘導 
（５） 人脈・情報インフラを総動員した観光情報発信 
（６） 市民と行政がともに考え働く観光戦略会議の設置 

 
○ 施策の概要 
 
（１） 観光交流人口１５０万人実現のための筋道の明確化 

 
観光振興を現在策定中の経済成長戦略に位置付け、商工業と連動した成長

産業とするための筋道を明らかにする。このため「養父市経済成長戦略」（仮

称）を策定する。 
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（２）市民協働で新たな観光の創造 
 
平成２１年度から進めてきた観光事業者、芸術家、市民団体等と一体とな

った観光開発の取り組みの成果を発展させるとともに、新たな可能性を探る

ため、市民協働の観光振興プロジェクトをつくり、平成２２年１０月末まで

に官民の役割を明確化した計画をまとめるとともに、以下の事業を実施する。 
 
①  但馬・やぶ四季体感ツアー事業 
 
市内の観光資源の発掘や担い手の育成を図るため、養父市のもつ豊かな

観光資源をルートとして結ぶ着地型旅行商品(ツアー)を、バス会社、観光協
会、市内観光関連施設等と協働で年間１０回以上実施する。 

 
② おおや芸術の村づくり事業 
 
 大屋地域に集積している多彩な芸術家、木彫フォークアートが育んでき

た地域イメージを観光に結びつけ、新たな体験観光を提供するため、但馬

県民局、地域在住の芸術家、商工会等と協働で、創造の喜びと豊かな自然

を体感できる芸術の村づくりを進める。 
 平成 22 年度は「芸術村構想」の推進計画の策定と拠点の確保、運営母
体の整備、木彫体感ツアーの開催などを行うほか、８月に県立美術館で木

彫フォークアート展を開催し、ＰＲを行う。（事業費 680千円） 
 
③ 産業遺産・明延鉱山観光開発事業 
 
平成２１年度の集落内のサイン整備に続き、鉱石の道明延実行委員会が

進める１円電車の機関車購入に補助することで暫定的な復活を行うほか、

これらを担う運営組織の整備、探検坑道観光の充実、鉱山の散策ツアーの

新設など行い、明延鉱山観光の基盤整備を目指す。また、世界遺産登録を

標榜し、明延一帯の学術調査を実施する。 
鉱石の道魅力発信事業負担金     1,000千円 
鉱石の道魅力発信事業補助金 1,450千円 
伝統的建造物景観調査事業費 3,000千円 
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④ ご当地グルメ開発事業 
 

伝統食材を活かした本市ならではの『ご馳走』を養父市観光の魅力の一

つに加えるため、市観光協会等と協働で『ご当地グルメ』の開発を行う。 
ご当地グルメ開発委託料  1,000千円 

 
⑤ 子ども農山村漁村交流プロジェクト推進事業 

 
子ども農山漁村交流プロジェクトの受け入れを進めている「氷ノ山・鉢

伏わん泊体験受入推進協議会」の体験プログラムづくり、民泊受け入れ体

制整備に支援を行う。 
子ども農山村漁村交流プロジェクト支援  3,000千円 

 
⑥ ともに働く観光の地域づくり事業 

 
地域の伝統文化、自然を新たな視点で見直し、新たな観光を開発しよう

とする地区、住民団体等に職員を派遣し、総合市政で支援する「ともに働

く観光の地域づくり事業」をスタートさせる。 
 

⑦ 市民協働のふれあい交流施設整備事業 
 

現在、旧畜産試験場但馬分場跡地で整備が進められている「ふれあい交

流施設」については、グランドゴルフ場機能を付加することで一層の魅力

化を図ると共に、市内外の人と協働による芝整備を行うことにより、整備

段階から新たな交流を育む場として整備する。（事業費 17,503千円） 
 
（３）観光交流人口１５０万人推進を担う人材養成 
 
① 観光振興を支援する人材養成 
 

経営的な素養、技術をもって観光１５０万人政策を推進できる職員を養

成するため、ＭＢＡ（経営学修士）を取得した人材を招聘し、政策形成専

門研修を実施する。 
政策形成専門研修事業 600千円 
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②自然観察ガイド養成事業 
 

氷ノ山、鉢伏山を訪れた人に関西有数の豊かな自然をガイドする人材を養

成するため、平成 21 年度に引き続き「自然観察ガイド養成講座」を開催す
るとともに、組織化を行い、サービス提供体制を整える。 
自然観察ガイド養成講座  1,000千円 

 
 
（４）アクセスの改善と誘導 
 

市内観光の動脈となる北近畿豊岡自動車道の整備促進を図るとともに、（仮

称）八鹿インター、（仮称）養父インター周辺を中心として、市内観光施設へ

の効果的な誘導を図るため案内看板を整備する。また、強い要望のある（仮

称）八鹿インターチェンジ、（仮称）養父インターチェンジの名称を地域の観

光資源にちなんだものにするよう、国土交通省等関係機関に強く働きかける。 
案内看板作成  20,000千円 

 
（５）人脈・情報インフラを総動員した観光情報発信 
 
① 養父市観光大使の拡大 
 

島倉千代子さんを第 1 号として任命した「養父市観光大使制度」の登録を
増やすとともに、定期的な観光関連情報を送付し、草の根的な PR を推進す
る。 

 
② 養父市観光ネットコミュニティづくり事業 

 
インターネットでつながる市内外の人に呼びかけ、市内観光に関する多様

な情報を発信するコミュニティを形成することで情報発信力の強化や養父

市観光のファンの拡大につなげる。このため、観光セクションに新たにネッ

トコミュニティ担当を置く。 
 
③ イメージキャラクターを活用した観光宣伝の強化 

 
平成２１年度に作成したイメージキャラクター「やっぷー」の活用を図り、
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市観光協会と連携して、鉢伏高原等既存観光地のＰＲ・誘客活動を強化する。 
 
（６）市民と行政がともに考え働く観光戦略会議の設置 
 

観光交流人口１５０万人を総合市政で推進するため、市役所内に部長等で組

織する「観光交流人口１５０万人戦略会議」を設置し、やぶ市観光協会と協

働で観光振興を図る。 
 
 
 
２ 人口3万人を目指した子どもを大切にした街づくりの推進 

 
 

（1）快適なまちづくり 

 

① 住宅環境の整備 

 

養父市の住宅施策を総合的・体系的に推進するため、住宅マスタープランを

策定する。（事業費 5,000千円） 

 

② 若者定住を進め人口増をはかる 
 

若者の出会い、結婚への支援を行うため、平成21年度から実施している若者

出あい創造事業を拡充し、若者の出会い、交流を促進するほか、引き続き社会

福祉協議会の結婚相談事業に補助金を交付する｡（事業費 7,702千円） 

 

（２）子育て支援  安心して子どもを生み育てられるまちづくり 

 

母子の健康を守ること、保護者、児童に対する育児や経済的支援、児童の放

課後対策などについて事業の拡充、新規事業の実施等によりきめ細やかな子育

て支援を実施する。また、養父幼児センター(仮称)の平成23年度園舎建設に向

け進入路建設、実施設計等を実施する｡ 

 

① 母と子の健康を守る 
  

○母体の健康を守る 

 

      母胎の健康を守るために妊婦健康診査や子宮ガン検診等を引き続き実施

するともに､新たに女性をガンから守るため｢子宮頸ガンワクチン接種の一
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部助成事業｣を実施する｡（事業費 1,828千円） 

          

○ 子どもの健康を守る 

 
子どもの健康を守るため､乳幼児健康診査、各種予防接種､小学校3年生ま

での乳幼児医療費助成事業等を継続して実施するとともに、日本脳炎の積極

的勧奨の再開や、ヒブワクチン接種の一部助成(県補助事業)、小学校4年生

から中学3年生までの入院療養費の一部を助成するこども医療費助成事業を

実施する｡ 

日本脳炎予防接種 5,728千円 

ヒブワクチン接種一部助成 2,889千円 

子ども医療費助成 720千円 

                

② 児童のすこやかな成長のために(家庭、保護者、児童への支援) 
 

少子高齢化が急速に進むなか、未来を担う子供たちを地域全体で守り育て

ていく取り組みの一環として、生き生き子育てサポート事業を実施する｡ 

また、子育てに関する様々な悩みや問題を抱える家庭や保護者への支援を図

るため､ 家庭相談員を1名から3名に増員する。更に、不登校（傾向）児童・

生徒、保護者に対する心のケア及び教育相談を行うため、教育相談員(相談

員2名配置)を実施するなど、従来からの事業と合わせ家庭や児童への支援

充実を図る｡ 

生き生き子育てサポート事業 2,400千円 

家庭相談員活動事業 9,365千円 

教育相談員配置事業 1,196千円 

 

③ 保護者への経済的支援 
 

子どもの養育にかかる保護者の経済的な負担軽減を図るため、平成22年度

から新たに養父市高校生バス通学費補助事業を実施する。また、新たな国の

制度に基づき子ども手当の支給を実施する｡ 

養父市高校生バス通学費補助事業 10,000千円 

子ども手当て支給事業 382,840千円 

     

④ 放課後児童対策の充実 
 

児童の放課後や週末等の児童対策の充実を図るため、学童クラブにおいて

開設時間の延長、受入児童対象学年の引上等の充実をする｡ また、教育委員

会においては､ 新たにやぶ放課後プラン「放課後子ども教室」を実施し放課
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後や週末等に、安全・安心な子どもの活動拠点を設ける｡ 

学童クラブの充実 25,911千円 

やぶ放課後プラン「放課後子ども教室」 2,392千円 

 

⑤ 保育サービスの充実(保育環境の整備  養父幼児センター建設事業) 
 

養父保育所の園舎の老朽化、園庭狭小などの施設の改善と、幼保一元化に

よる保育サービスの充実を図るため、養父保育所と養父幼稚園を統合し、養

父幼児センター（仮称）を平成23年度に建設する。平成22年度においては調

査･設計、進入路の建設等を実施する｡  

養父幼児センター建設事業 149,000千円 
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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９．５億円の増 

 
平成２２年度の一般会計当初予算は１９９．９億円で、平成２１年度当初予

算の１８２．９億円と比較して、１６．９億円増加した。地域振興基金積立金

１２．１億円、子ども手当３．８億円を除くと１８４．０億円となり実質 1.1
億円の増（＋０．６％）である。 
基金積立て１６．８億円、繰上げ償還５．２億円の特殊要因を除いた比較で

は、平成２１年度１６８．１億円に対して、平成２２年度１７７．６億円とな

り、実質で９．５億円の増（＋５．７％）となっている。 
 
（２）特別会計は簡易水道・下水道の主要工事の終了等で５．６億円の減 

 
特別会計の当初予算は９６．０億円で、平成２１年度当初予算１０１．７億

円と比較して５．６億円の減少となっている。この大きな要因は、簡易水道事

業特別会計における、浄水場移転工事及び下水道事業特別会計における、公共

下水道処理区統合事業が終了したことなどである。 
 
 ＜平成２２年度当初予算案＞                       （単位：百万円、％） 

区 分 H２２当初ａ H２１当初ｂ 増減額ａ-ｂ 増減率（ａ－ｂ）/ｂ 

一般会計 19,988 18,297 1,691 9.2    

特別会計 9,605 10,172 ▲567 ▲5.6 

企業会計 695 857 ▲162 ▲18.9 

合 計 30,288 29,326 962 3.3 

※一般会計 17,763 16,809 954 5.7 

※特殊要因／基金積立金及び公債費のうち繰上げ償還 
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２ 歳入の見込み 
 
（１）市税 

 
景気の低迷等により市民税の大幅な減少が予想されるため、市税全体で▲１．

３５億円の減を見込む。  

 

 
（２）国からの各種譲与税、交付金等 

 
 地方道路譲与税は地方揮発油譲与税に仕組みが変わった。自動車取得税交付

金▲２２百万円、特別交付金の廃止▲２１百万円等があり、地方譲与税、交付

金全体で対前年度▲１５百万円を見込む。 

 

 
（３）地方交付税 

 
普通交付税では、地域活性化雇用等臨時特例費 144百万円が新設されるが、

基準財政需要額の公債費分が139百万円の減額となるため前年度と同額を見込

む。特別交付税も前年度と同額を見込む。 

 

 
 
３ 歳出の見込み 

 

（１）建設事業 

 

第2次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

自己資金を確保した。主な事業は審査により重点化し「火葬場整備事業」「南但

ごみ処理施設整備事業」「関宮中学校耐震化事業」など喫緊の課題と他資金の確

保に努めつつ、その他優先度の高い事業を実施する。対前年度で 600百万円を

増額した。 

 

（一般会計分） 

 

(H21)  559百万円 → (H22)   544百万円  ▲ 15百万円（▲2.7%） 

(H21) 9,700百万円 → (H22)  9,700 百万円     0百万円（0.0%） 

(H21) 1,712百万円→  (H22) 2,312百万円   600百万円（35.0%） 

(H21)  2,595百万円 → (H22) 2,460百万円 ▲135百万円（▲5.2 %） 
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発行額  (H21) 2,083→ (H22) 3,533 百万円 ＋ 1,450 百万円 (69.6 %) 

償還額：(H21)5,615百万円→(H22)5,074万円 ▲５４１百万円（▲９．６％） 

（２）市債残高 

 

建設事業と基金造成により新規発行額は 3,533 百万円となる。返済は、繰上げ償

還分 528 百万円（財源は「財政調整基金」の取り崩し200百万円と一般財源）を

含め、全会計 5,074 百万円。これにより平成 22 年度末残高見込みは、前年度に比べ

1,541 百万円減少する。 

 

 

 

〔市債残高〕                                             （単位：百万円） 

H22中の異動 

公債費償還 区 分 

H21残高

見込み 

Ａ 発行額 元金 利子 計 

H22 残

高見込

み Ｂ 

増減額 

 

Ｂ－Ａ 

１人 当
た り の

残 高 

（千円） 

一般会計 30,233 3,299 3,585 465 4,050 29,947 ▲286 1,058 

特別会計 23,793 90 1,370 514 1,884 22,513 ▲1,280 795 

企業会計 1,195 144 119 27 146 1,220 25 43 

合計 55,221 3,533 5,074 1,006 6,080 53,680 ▲1,541 1,896 

※１人当たりの残高は、平成17年度国勢調査人口を用いて算定している。 

 

（３）財政調整基金 

 

行政改革の方針に基づき、市債の繰上げ償還のため取り崩しを行うが、「赤字

穴埋め」のための取り崩しはせず、財政収支の健全化を維持する。 

（単位：百万円） 

Ｈ22中の異動 
区 分 

H21末残高 

見 込 積立額 取崩額 

H22末残高 

見 込 

324 200 財政調整基金 1,438 

財政計画による積立ほか 繰上償還充当 

1,562 

全基金 4,839 1,683 423 6,099 

 

 

（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21年４月１日現在の職員数は、400

人であったが、平成22年４月１日の職員数は、19人の減（退職者23人、新規
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採用者４人）の 381人となる。この人数は、定員適正化計画における平成 22

年度の職員数396人よりも15人少ない人数となる。 

 

(5) 給与等の減額 

 

一般職の給与は、平成21年度の人事院勧告による給与改定の完全実施で、平

均年収2.4％の減となった。内容は、給料表の改定による0.2％の減、期末勤勉

手当の支給月数を年間4.5月分から4.15月分に改正することによる0.35月分

の減、自宅にかかる住居手当月額2,500円の廃止である。 

市長及び副市長の期末手当の支給月数は、一般職と同様に0.35月分減額し、

年間4.0月分に、教育長についても一般職に準じて改正するとともに、期末勤

勉手当の支給月数は、特別職と同月数とした。 

議会議員の期末手当については、年間4.35月分から年間4.15月分に0.2月

分減額改正した。 

 

＊ 人件費の推移 

（Ｈ21）3,491百万円→（Ｈ22）3,374百万円 （117百万円、3.35％減） 

 

（６）経常経費の削減 

 
本市は、事務事業評価と枠予算編成の連携によって事務事業の徹底した削

減を進めている。当初予算における効果額は以下のとおりである。 
 

＜事務事業評価＞ 

・ 見直し方針の件数（381件） 

・ 見直し方針段階での経常経費削減効果額 

総額 398,446千円 一般財源 278,385千円 

・ 主な見直し内容 

農業共済事業広域化による減  ▲4,000千円 

但馬地区畜産基地建設事業負担金の減額        ▲56,479千円 

下水道統合による経費削減 ▲12,700千円 
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＜参考：養父市の現状＞                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区    分 数等  区    分 指数等 

人口（17 国調） 28,306 人  標準財政規模（H21） 12,377 百万円 

人口（住基 H22.2.1） 27,761 人  財政力指数(H21) 0.276 

世帯数（住基 H22.2.1） 9,880 戸  実質公債費比率(H21) 23. 4% 

集落数 163 区  積立金現在高（H21 末見込） 1,767 百万円 

  限界集落  （H21.3.31） 8 区    うち財政調整基金 1,438 百万円 

  準限界集落（H21.3.31） 70 区    うち減債基金   329 百万円 

ＮＰＯ法人数 3 法人  市債現在高（H21 末見込）    55,221 百万円 

 ※限界集落（※注１）     
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４ 主要な施策 

 
１ 安心と安全のまちづくり 

 

○ 災害に強いまちづくり 

 

► 学校施設耐震化事業＜関宮中学校＞ （新規） 347,315千円 
► 県単独補助治山事業＜和田地区＞ 6,000千円 

► 急傾斜地崩壊対策工事負担金（大谷、中間、小畑、小城、野谷、県単独） 
  13,000千円 

► 大屋川河川防災ステーション整備事業 96,300千円 

 

○ 防災情報の充実 

 

► 河川監視用Webカメラ設置事業  (新規) 5,524千円 

Webカメラを市内５ヵ所に設置し、映像をホームページで配信する。 
 

○安心して暮らせるまちづくり 

 

► 消防小型動力ポンプ購入事業（４台更新） 6,000千円 

► 消防積載車購入事業（７台更新） 35,980千円 

► 常備消防車輌整備事業(化学消防ポンプ自動車更新)  49,833千円 

► 消費者行政事業 （新規）   5,246千円 

消費生活センター及び相談員の設置 

► 交通安全施設の整備        4,000千円 

► 除雪対策事業 39,999千円 

► 大森浄水施設整備事業＜水道事業＞ 165,000千円 

大森水源地のクリプト対策を終え、上水道区域全てのクリプト対策を完

了する。 

► 朝倉地区水道施設更新・耐震化推進事業＜水道事業＞（新規）16,000千円 
 

２ ともに働くまちづくり 

 

► 養父市総合計画策定 2,810千円 
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まちづくり基本条例、市民憲章を踏まえ、まちづくりの目標と達成手段

を明確するとともに進捗を適正に把握する指標を設定する。 

► 自治協議会の支援 44,000千円 

１０団体の設立を目標に支援する。 

► 集会所整備事業＜馬瀬地区＞ (新規) 36,565千円 

► 参議院選挙 (新規) 29,000千円 

► 養父市農業委員会選挙 (新規) 6,323千円 

► 兵庫県議会議員選挙 (新規) 6,500千円 

► 「（仮称）養父市民音頭」制作事業  (新規) 1,267千円 

► 自治活動の支援（コミュニティ助成事業） 7,100千円 

出合校区自治協議会、坂本地区の公民館備品購入、おうみ地区の広場フ

ェンス整備する。 

► 八鹿地域再生推進事業＜３年目：終了＞ 1,000千円 

宿南、伊佐地区が実施するワークショップ、フォーラムを支援する。 

► 養父地域再生推進事業＜３年目：終了＞ 1,000千円 

堀畑から上箇までの国道９号沿線と周辺地域の地域づくり計画策定。 

► 大屋地域再生推進事業＜３年目：終了＞ 102千円 

市民と市職員の協働組織「おおや村役場の会」の運営支援ほか 

► 関宮地域再生推進事業＜３年目：終了＞ 1,000千円 

地域自治協議会の設立を支援する。 

 

 

３ 市民が健康で元気なまちづくり 

 

○ 医療体制の確保と充実 

 

► 八鹿病院の負担金  952,771千円 

国・県立病院のない但馬地域の拠点病院である八鹿病院の運営負担金 

► 診療所の運営＜一般会計繰出金＞ 72,657千円 

► 大屋診療所備品購入 （新規） 2,000千円 

ウォーターベッドを購入する。 

► 大谷診療所改修 3,486千円 

► 出合診療所設備整備 （新規） 1,491千円 

身体障害者用トイレを設置する。 
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○ 高齢者・障害者等が元気なまち 

 

► 高齢者等温泉入浴サービス事業 2,218千円 

市内 70歳以上の高齢者及び障害者手帳を持つ市民を対象に 200円／回

を割引く。 
► 高齢者等優待乗車証交付事業 20,725千円 

市内 70歳以上の高齢者及び障害者手帳を持つ市民を対象に市内一乗車

につき150円に一律料金化する。 

► 移送サービス・障害者移送費用負担軽減事業 （新規） 8,060千円 

► 肺炎球菌ワクチン（※注２）接種の一部助成 （新規） 880千円 

肺炎及び基礎疾患の重症化予防を目的に基礎疾患のある高齢者（約 200

人）に対し、肺炎球菌ワクチンの接種費用の1/2助成（上限4,000円）

を行う。 

 
○ 生活習慣病等の予防 

 

► 健康予防事業（市民ドック） 42,519千円 

► 養父市スポーツフェスティバル （新規） 500千円 

各種スポーツ大会を統合し、養父市スポーツフェスティバルを開催する。 

 

○保健・福祉・医療の充実 

 

► 保健医療計画の策定 （新規） 201千円 

第２期保健医療計画を策定する。 

► 元気・地域・人づくりの集い （新規） 100千円 

元気・地域・人づくりの集いを社会福祉協議会との協働事業として行う。 

► 戦没者追悼式（新規） 956千円 

3年に1度の戦没者の追悼を関係者が一同に会し行う。 

 

４ 活力あるまちづくり 

 

○経済活力があるまち 

 

► 中山間地域等直接支払交付金  20,458千円 

第３期は、３２地区の農地115haに対して、10ａあたり、田40haに21,000
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円、田65haに16,500円、畑10haには11,500円を交付する。 

► 有機の集配センター整備事業 89,000千円 

► 戸別所得補償制度に関するモデル対策 （新規） 101千円 

► 土地改良施設維持管理適正化事業＜上薮崎地区＞ 8,000千円 

► 用水路整備事業＜米里、朝倉地区＞ （新規） 15,200千円 

―農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業― 

► 森林基幹道 須留ケ峰線工事負担金 8,000千円 

► 市行造林整備事業 25,179千円 

► カーボンオフセット（※注３）推進事業 (新規)  1,400千円 

民間企業が排出するCO2のクレジット取引が実施された場合、養父市の

森林がビジネスとなるかについて調査を行い、推進方針を検討する。 

► ひょうごの花づくり推進事業 （新規） 716千円 

養父市ポットプランツ研究会に対し、パイプハウス３棟設置の補助を行

い、100万ポット産地の育成に資する。 

► 農産物特産開発事業（朝倉さんしょ） （新規） 1,100千円 

全国に広がった実山椒の優良品種「朝倉さんしょ」の発祥の地として、

新たなブランド形成をJA但馬と協働で行う。 

► 地域農業再生対策事業（ピーマン） （新規） 750千円 

平成 21年度の台風で被災した復旧農地の活用により農業者組織による

農産物（ピーマン）の作付け及び規模拡大を支援する。 

► 有機堆肥・炭利用促進対策 (新規) 800千円 

耕畜連携による堆肥利用に、新たな取り組みとして粉炭を交ぜた堆肥の

モデル散布に対し支援を行う。 

► 中小企業雇用維持支援事業  20,000千円 

► 中小企業融資対策事業 （新規） 3,000千円 

新規借入にかかる信用保証料（上限２０万円）を全額補助、養父市中小

企業融資にかかる利子補給金（０．５％利子補給） 

► 企業振興補助金  3,000千円 

空き店舗等対策、新規出店の促進奨励補助メニューを創設。空き店舗等

には賃借料の1/2を２年間補助交付する。単年の交付限度額は６０万円。 

► 地籍調査事業  
新規に7工区、継続では１０工区を実施する。  57,636千円 
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○特徴ある交流のまちづくり 

 

► ふれあい交流施設整備事業 17,503千円 

事業コンセプトを「市民と協働でつくる公園」から「市民参加でつくる

グランドゴルフ場」に変更、市民参加イベントとして芝生敷設作業に取

り組む。 

► 市内案内看板設置事業 （新規） 20,000千円 

北近畿豊岡自動車道周辺への観光サインを整備する。 

► 芸術家村構想  (新規) 898千円 

兵庫県と共催で、県立近代美術館で木彫フォークアート展を開催する。 

 ※大屋地域再生推進事業＜３年目：終了＞ 

► 明延鉱山メモリアルパーク整備事業 （新規） 1,250千円 

鉱石の道大屋実行委員会が譲渡を受ける機関車の一部導入費を支援す

る。 

► 伝統的建造物景観調査事業 （新規） 3,000千円 

養蚕農家群、鉱山町の国の重要文化的景観選定に向けて調査する。 

► 養父市観光活性化推進事業 （新規） 16,000千円 

やぶ市観光協会との連携により、市内全域で観光商品の開発（ツアー等

の企画、販売）やＰＲ活動などを行い、誘客活動を強化する。 

► 養父市産業フェア補助金事業  2,500千円 

平成 21～23年度の 3ヵ年、養父市商工会を中心とした組織が開催する

養父市産業フェアを支援する。 

► 道の駅ようかサービス対価 13,276千円 

北近畿道・国道9号による経済交流を活用し、農産物「養父市ブランド」

の直売・食材等の供給 

► とが山温泉サービス対価  31,666千円 

► 氷ノ山国際スキー場 42,435千円 

 

 

５ 安心して子どもを生み育てられるまちづくり 

 

○ 教育 

 

► 社会科副読本編集事業 （新規） 1,900千円 

小学校３・４年生が学習する地域の地理、産業等の授業教材として、5
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年ごとに副読本を作成する。 

► 小学校外国語活動推進事業 （新規） 2,592千円 

平成 21年度から小学校５・６年生を対象に英語の発音、基本表現にな

れる、コミュニケーションの素地を養うことを目的に外国語活動を推進

している。教員は、ＡＬＴ（※注４）及び新たに任用する指導補助員と連携し

て授業を進める。 

► 教育相談員配置事業 （新規） 1,191千円 

► 校園庭の芝生化推進事業 （新規） 2,220千円 

子どもの体力向上、地域コミュニティの活性化を目的に２校の屋外運動

場を芝生化する。 

► 養父市高校生バス通学補助事業 （新規） 10,000千円 

高校生の通学距離による負担の格差解消と保護者の負担軽減を目的に

バス定期月額から15,000円を控除した残りを全額補助する。 

 

○ 子育て支援 

 

► 「若者出会い創造事業」の推進  (新規) 7,702千円 

► 養父幼児センター建設事業 （新規） 149,000千円 

► 子ども手当支給事業 （新規） 381,940千円 

► 保育所・学童システム整備事業 （新規） 5,000千円 

► 学童保育の充実  25,911千円 

八鹿、八鹿幼稚園、伊佐、高柳、広谷、養父、関宮、大屋の市内８ヵ所

に開設。受け入れ対象児童を小学４年生まで拡充するとともに長期休暇

時における土曜日開設及び利用時間の延長を行う。 

► 放課後子どもプラン （新規） 2,392千円 

► 家庭支援スタッフ訪問事業 （新規） 9,365千円 

► 妊婦健康診査費補助事業 （新規） 13,600千円 

県助成の削減分を市費で補填し、事業を継続実施する。 

（県費定額助成１５千円廃止、県費追加補助１／３→１／６削減） 

► 日本脳炎予防接種事業 （新規） 5,738千円 

平成 21年 6月に新たなワクチンが認可され、日本脳炎予防接種が再開

された。生後 36ヵ月～90ヵ月の幼児を対象に公費負担をする。ワクチ

ンを接種し、日本脳炎の発症を未然に防ぐ。 

► ヒブワクチン接種の一部助成（※注５） （新規） 2,880千円 

細菌性髄膜炎等を予防するため、予防接種費用（１回当たり）の半額を
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助成（上限 4,000円）、対象は２歳未満児（市民税の課税年額 2,350千

円未満の世帯）で述べ720回を予定。 

► 子宮頸がんワクチン接種の一部助成（※注６） （新規） 1,828千円 

子宮頸がんの発症を予防することを目的に、中学校 1年生女子（約 120

人）を対象に接種料（1回あたり）の3分の2を助成。1回あたりの限度

額は、11,000円。 

► こども医療費助成事業 （新規） 720千円 

小学４年生から中学３年生までの児童・生徒の入院に対して、被保険者

が負担する額の３分の１を助成する。 

► 生き生き子育てサポート事業 （新規） 2,400千円 

地域における子育て講座、子育てシンポジウム、食育フェスティバルを

開催する。 

 

 

 

６ 快適なまちづくり 

 

○ ユニバーサル社会の構築 

 

► ユニバーサル社会づくり活動事業  100千円 

 

○ 利便性が高く安心、安全のための施設整備 

 

► 情報センター無停電電源装置更新事業 （新規） 11,000千円 

► 伝送路無停電電源供給器更新事業 （新規） 73,000千円 

► 魅力ある番組づくり事業 （新規） 600千円 

► インターネットの高速化事業 （新規） 2,772千円 

プロバイダー契約を７０Mbpsから１００Mbpsに拡大する。 

► JR山陰本線・播但線輸送改善事業  4,660千円 

► 余部橋梁架替事業  22,473千円 

► 道整備交付金道路整備事業  182,500千円 

市道鵜縄線、岩崎線、朝倉高柳線（新規）の改良 

► 辺地対策道路整備事業  12,000千円 

市道三谷線の改良 

► 下水道施設統廃合事業  40,000千円 
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► 関宮地区マンホールポンプ監視システム設置事業(新規) 48,000千円 

► 国木区下水道管移設工事 （新規） 15,660千円 

► 九鹿区マンホールポンプ設置工事 （新規） 9,484千円 

 

○ 環境問題への取り組み 

 

► 養父市環境基本計画策定事業 （新規） 8,000千円 

水問題を中心とした環境、温室効果ガス、ゼロエミッションシティを

合わせた基本計画を策定する。 

► 琴弾クリーンセンター跡地整備 (新規) 5,123千円 

 （検討事業 1,000千円  測量、先進地視察 4,123千円） 

► 南但ごみ処理施設整備事業  245,049千円 

 

○ 火葬場整備 

 

► 火葬場整備事業 471,000千円 

 

 

７ 健全なやりくり 

 

► 養父市都市計画マスタープラン作成業務 （新規） 5,000千円 

20年後の都市像を想像しつつ、概ね今後 10年間の都市計画の基本的

な方向性を定める。 

► 養父市住宅マスタープラン作成業務 （新規） 5,000千円 

今後10年間を展望した住宅政策の理念・目標・展開方策、住宅・宅地

供給の目標量を明らかにする。 

► 政策形成専門研修 （新規） 600千円 

► 総合計画対応予算システムの構築 （新規） 2,000千円 

► 昇任試験制度導入 （新規） 1,061千円 

管理職、副主幹の登用に昇任試験を実施することにより、優秀な人材

を確保する。 

► 徴収専門員配置事業  2,160千円 

徴収専門員（非常勤特別職）を配置し、納付勧奨と滞納抑止を進める

とともに必要に応じ執行停止、捜索、強制執行を実施することで、累

積滞納の減少を図る。 
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行政改革の推進 
 
（１）財政の健全化 

 
○更なる歳出抑制 

 
► 地方交付税の一本算定に伴う大幅な歳入減に備えるとともに、新規施策を
実施する財源を生み出すため、行政評価と連動した枠予算配分方式、市債

の繰り上げ償還を除き財政調整基金に頼らない財政運営を堅持することに

より、更なる一般会計予算の削減に努める。 
► 財政計画で投資可能枠を定め「大規模事業評価」及び「主要建設事業審査」
で事業の重点化を図りつつ歳出抑制を行い、実質公債費比率の適正化に努

める。 
► 平成２２年度末に財政調整基金と減債基金の残高合計を１７億円以上確保
する。 

 
○ 財源確保対策の強化 

 
► 平成２０年度に設置した収納対策室や徴収専門員の配置により、滞納整理
を徹底し、市税等の収納率の向上を図る。 

► 設置効果の薄れた公共施設のうち、補助金適正化法の特例で財産処分でき
るものは、普通財産としたうえで民間等への譲渡もしくは貸与を行うなど、

遊休資産の処分を推進する。 
► 引き続きケーブルテレビ、広報やぶ、ホームページ等の有償広告の利用拡
大を図る。 

► 施設の使用料・手数料など、市費と受益者の負担割合や減免等の取り扱い
について、適正化に向けた指針を整備し、負担の公平化を図る。 

 
○ 新公会計制度の導入と分かりやすい財政状況の公表 

 
► 総務省から示されている新公会計制度を平成２０年度決算から導入し、市
民に分かりやすい財政情報を公表する。 
また、貸借対照表、行政コスト計算書、資産収支計算表、純資産変動計算

書などの財務諸表を分析し、財政の透明性の向上と効率化・適正化を進め

る。 
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（２）事務事業の選択と集中 

 
○ 事務事業の廃止・効率化 

 
► 全ての事務事業について、一定期間をもって自動的に廃止させる「サンセ
ット方式」（※注７）の導入を進める。 

► 行政運営に不可欠な公用車管理、事務機器・消耗品等の調達、庁舎の維持
管理、通信運搬等の管理的業務について、効率性の観点から徹底した見直

しを行い、管理的コストの抑制を図る。 
► 費用対効果の低い施設は廃止若しくは民間譲渡を進める一方、施設の統廃
合を進め、必要性の高い施設には管理運営経費を重点配分するなど見直す。 

 
○ 主要建設事業の抑制と重点化 
 
► 合併特例債を充当する事業を優先しつつ、主要建設事業審査で不要不急の
事業の抑制を行う。 

 
○ 地方公営企業等の経営健全化 

 
► 地方公営企業（上水道、スキー場）、これに準じる特定の収入をもって充て
る事業（下水道、簡易水道等）については、サービスの質的向上を担保し

つつ、施設の統廃合、民間化の推進、使用料・料金の改定等徹底した経営

努力で早期の独立採算化を目指す。 
► 氷ノ山国際スキー場は、平成 24 年度の指定管理者制度移行に向けて準備
を行う。 

 
○ 事務事業の質的な向上 
► 事務事業の廃止、効率化によって削減した歳出額の範囲内で魅力的で地域
福祉の向上につながる新規施策を企画・実施する。 

 
（３）執行方法及び組織の効率化 

 
○ マネジメントシステムの整備 
 
► 迅速かつ戦略的な市政運営の基本方針、施策の決定を行うためのトップマ
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ネジメントを確立するため、最高意思決定機関である経営戦略会議、事前

審査を行う幹事会を設置するとともに、行政評価の結果等のマネジメント

情報の充実とツールの整備を行う。 
 

► 経営戦略会議の決定した基本方針や施策を、効率性、有効性を確保しつつ
確実に実施し、成果に結びつけるため、各部局の使命と責任を明確にする

一方、目標と行政資源（ヒト、カネ、モノ等）を割り当て、行政評価の結

果や様々な環境変化に対応しつつ部局長の責任で達成するマネジメントシ

ステムを構築する。 
 

○ 行政評価の強化 
 
► 新たに施策評価（※注８）を導入する一方、事務事業評価（補助金等含む。）、
主要建設事業審査、大規模事業評価を継続して実施する。 

 
○ 定員管理と任用方法の適正化 
 
► 職員の一層の削減を行うため、引き続き勧奨退職の募集を行うほか、新規
採用を退職者数の４分の１以下に抑制する一方、年齢構成の適正化と優れ

た人材確保の観点から、中途採用枠の導入について検討する。 
► 限られた職員を効率よく配置するため、業務の内容及び行政評価の成果を
踏まえて定員枠を設定し、具体的な配置は各部局長に委ねる人員枠配分方

式を導入する。 
► 職員のやる気を喚起し、より困難な課題に挑戦する職場風土を培うため、
課長以上について、成果主義の評価で判断する人事評価制度と任用・昇格

をリンクさせた新たな人事管理システムを構築する。 
 

○ 組織の抜本的な見直し 
 

► 組織の簡素化のため、職員数の削減に合わせ、管理職の計画的な削減、部・
課等の統廃合を図る。 

► 導入した課単位のグループ化・フラット化は、職位階層を簡素化しつつ、
係の枠を撤廃し、必要に応じて課題別にグループを編成して事務を行う制

度である。導入効果を検証し部単位のグループ化・フラット化を導入する。 
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○ 民間委託等の推進 
 

► 行政サービスの質及び業者選定の公平性、透明性を確保するため、民間委
託のガイドラインや成果を検証する評価システムの整備により民間委託を

進める。 

► 「民間化推進委員会」を設置し、民間化を効果的、計画的に進めるため、
毎年、職員の減少に応じて民間に開放する事務・事業の範囲を定める。 

► 雇用対策、地域活性化の視点から、民間事業者はもとより、ＮＰＯ法人、
市民、ボランティア等の参加に配慮するため、発注方法を工夫するととも

に、法人設立の支援を進める。 

 
 
（４）市民とのパートナーシップ（協働）の推進 

 
○ 協働の考え方の普及 

 
► まちづくり基本条例の市民協働によるまちづくりの基本理念、協働の推進
方針等をケーブルテレビ、広報やぶ、出前講座、公民館講座等のあらゆる

機会を捉えて普及する。 

► 体験的な理解を促すため、公民館をまちづくりのための学校と位置づけ、
各種事業の企画・実施を市民協働で行うなど、実践的な学習機会を充実さ

せる。 

 
○ パートナーシップの推進 
 
► まちづくり基本条例の制定により、市民の行政参加を促進し、計画策定、
施策の企画立案等、参画の機会の拡充を図るとともに、手続きの明確化を

進める。 
► 市ではカバーできないきめ細やかなサービスについて、ＮＰＯ法人やボラ
ンティア等の参加を図り、市民協働で問題解決にあたる新たな社会システ

ムづくりに向けた検討を行う。 
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（５）信頼される行政運営 

 
○ 信頼される職員づくり 
 
►  「市民はまちづくりの主役である」という意識を持ち、積極的に市民と
パートナーシップをとりながら問題解決ができる職員を養成するため、市

民協働の理念や必要性、技術等に関する研修機会を充実する。 

 
►  施策の企画立案に不可欠な市民ニーズの把握・分析する能力、施策を経
営的な視点で見捉える能力を高め、政策形成に必要な知識や手法について

理解を深める職員の専門研修を行う。 

 
○ 情報公開の推進と透明性の向上 

 
►  既存の情報媒体である広報紙、ホームページ、ケーブルテレビのコンテ
ンツの魅力化と情報の充実を図るため、その運営に利用者である市民が参

加し、意見を述べ、取材をする、市民情報の提供を行ったりする市民記者

制度を整備する。 

►  市民の意見、要望等の積極的な把握を行うため「養父市市民参加要綱」
の適正な運用を図り、タウンミーティング、まちづくり懇談会等、市民と

直接語り合う機会の充実に努める。 

►  幅広い市民の意識や施策の満足度を聞くため、市民モニターの設置や定
期的な市民の意識調査を実施する。 

 
○ 市民の行政参加の推進 

 
►  市民に影響する新規施策や制度を整備するときは、市民が真に求めてい
るサービスを把握するソーシャルマーケティング（※注９）を導入するととも

に、計画策定過程に市民参加を図り、意見の反映に努める。また、パブリ

ックコメント（※注 10 ）を募集するほか、市民に案の事前説明と意見を聞く

市民懇談会を開催する。 

►  地域自治組織の設立に併せ、市民が主体となった地域づくりを支援する

ため、平成２０年度で創設した「地域担当チーム派遣制度」に基づき、職

員で組織する地域担当チームを派遣する。 
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用語説明 
 

※注１） 限界集落／65歳以上の高齢者が集落人口の50％を超え、独居老人世帯が増加し、冠婚葬

祭など集落の社会的共同生活の維持が困難な状況におかれている集落をいう。限界集落

に次ぐ状態を「準限界集落」と表現し、55歳以上の人口比率が50%を超えている場合とさ

れる。 

 

※注２） 肺炎球菌ワクチン／肺炎は、がん・心臓病・脳血管疾患に次ぎ死因の第4位で、高齢者ほ

ど死亡率が高い。その原因となる病原体のうち感染頻度が高く、重症化しやすいのが肺

炎球菌である。このワクチンを接種すると効果は5年間以上持続し、インフルエンザワク

チンと併用すれば、肺炎の死亡リスクを約8割減少できるといわれている。 

 

※注３） カーボンオフセット／カーボンオフセットとは、「自分・自社が出す温室効果ガスに責任

を持つ」という考えに基づいた自主的な取組をいう。日常生活や経済活動において避け

ることができないCO2等の温室効果ガスの排出について、その排出に責任を感じる企業・

個人がもっと温室効果ガスの削減・吸収の余地のある他者のプロジェクトに自主的に資

金的な援助を行うことで、自らの温室効果ガス（カーボン＝CO2）の排出を埋め合わせる

（オフセット）という活動である。 

 

※注４） ＡＬＴ／Assistant Language Teacher（外国語指導助手）の略称で、公立の中学校や高

等学校における外国語授業の補助、外国語教材作成の補助や外国語スピーチコンテスト

等への協力、外国語教員に対する語学研修等の補助、外国語会話学習の補助等小学校に

おける国際理解教育の補助、特別活動や課外活動への協力、地域における国際交流活動

への協力などを行っています。 

 

※注５） ヒブ（Hib）ワクチン／細菌性髄膜炎の約6割がヘモフィルスインフルエンザ菌ｂ型（Hib

＝ヒブ）で起こる。インフルエンザと名称がついていても季節性インフルエンザウィル

スとは別物で細菌である。ヒブは病原性が高く、推計では5歳未満の乳幼児約1,000人が

発症している。ヒブが引き起こす細菌性髄膜炎は予後が悪く、５％が死亡し、25%に聴覚

障害やてんかんなどの後遺症が残る。 

 

※注６） 子宮頸がん／20歳～30歳代の女性が罹る「がん」で最も多く、約20年前から急増してい

る。国内では、毎年1万5千人が発症し、約3,500人が死亡していると推計され、発症・死

亡する女性の低年齢化も指摘されている。主な原因はヒトパピローマウィルス（HPV）と

いうウィルスの感染で性交渉を通じて起きる。この発がん性HPVは、全女性の約80%が一

生に一度は感染しているとの報告があるほど、ありふれたウィルスであるため、性行動

のある全ての女性に子宮頸がんになる可能性がある。 

 

※注７） サンセット方式／事業や補助金、法律などにあらかじめ期限を設け、期限が来たら自動

的に廃止する仕組み。期限後に続ける場合は、継続する理由を改めて示す必要がある。 

 

※注８） 施策評価／「行政活動」は「目的－手段の体系」であり、大きな視点から、目指すべき

方向や目的を示した政策、政策という大きな目的を達成するための個々の方策である施

策、施策目的を実現する手段としての事務事業がある。施策評価とは、市民の意見等を

踏まえつつ重点化すべき施策をチェックすることをいう。 

 

※注９） ソーシャルマーケティング／マーケティングの一分野である。商業マーケティングの方

法論を、行政、医療、教育関連の非営利組織の活動に適用することをいう。 

 

※注１０） パブリックコメント／行政などが規制の設置や改廃を行うとき、原案を公表し、市民の

意見を求め、それを参考として決定する制度。


