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１ 基本認識 

 
○ 平成２３年度は、「第２次養父市総合計画」の初年度となり、新たなまちづく

りのスタートとなる。全国的に人口減少が進む中、養父市においても、平成

２２年国勢調査人口が２６，５０９人と前回から減少するなど、取り巻く環

境は厳しさを増しているが、市民が主役となって、主体的な地域づくりが可

能な規模として、３０，０００人規模を目指したまちづくりが必要である。 
 
○ 養父市、香美町が構成団体となり運営している公立八鹿病院組合だが、年々

医師不足が深刻化している。病院の危機は構成市町の地域医療の危機であり、

特に新たな命の誕生にかかわる産科医療はどんなことがあっても維持する必

要がある。 
 
○ 観光交流人口１５０万人を目指す養父市では、豊かな自然環境や伝統文化、

豊富な人材などを活かした、多くの人が訪れるまちづくりを進めなければな

らない。養父市の重要な産業の一つである観光の振興を始め、基礎となる自

然環境と景観の保全、歴史ある文化の伝承とともに、新たな芸術・文化の育

成と定着などを図る必要がある。 
 
○ 行政にとって、何にもまして優先すべきことは市民が安心して暮らせるまち

づくりである。養父市の広大な面積に分散して生活する市民の安心のため、

あらゆる自然災害への備えと対応、市の「宝」である子どもを産み育てやす

い環境づくり、将来を担う若者の定住環境の整備などを進める必要がある。 
 
○ 養父市が将来にわたって継続していくためには、若い世代と、まだまだ活力

を十分蓄えている高齢者世代が、生きがいと意欲をもって働くことができる

まちづくりを進めなければならない。長い歴史を持つ農業や林業の担い手の

育成はもちろんのこと、新たな産業の創出やその支援、あらゆる産業振興の

基盤となる情報網、交通網、拠点の整備が必要である。 
 
○ 全国的な少子化・高齢化が進む中で、養父市においても、世代にかかわらず、

１ 基本方針 
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だれもが互いに協力し、支え合うまちづくりを進めなければならない。平成

２１年度に制定した「まちづくり基本条例」のもと、地域自治組織を始め、

ボランティア団体やＮＰＯの支援、男女共同参画の推進などを進める必要が

ある。 
 
○ 市民一人ひとりがふるさとを愛し、生きがいや楽しみを持って暮らしていく

ためには、生涯にわたって学べるまちづくりを進めなければならない。０歳

から幼・保・小・中の子どもを持つ家庭と地域、学校の連携を図った教育環

境づくり、あらゆる世代を対象とした生涯学習環境づくりのほか、スポーツ・

レクリエーションの振興も図る必要がある。 
 
○ 養父市の財政は、行政改革大綱に基づき徹底した改革を断行したことで、一

定の健全化が図られたが、国の財政悪化や長引く景気低迷による税収減のほ

か、平成２７年度からの合併特例の段階的削減による交付税の漸減を控え、

今後とも予断は許されない。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に、引き続き健全なやりくりを徹底する必要がある。 
 

 

２ 平成２３年度の施策運営の方針 

 

以上の基本認識を踏まえ、平成２３年度の重点方針は以下のとおりとする。 

１ 若者定住、子育て支援の充実により人口減少に歯止めをかける 

２ 市民との協働により地域の活力を掘りおこす 

３ 医師確保対策を最重点に市民の生活を守る 
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２ 重点施策 

 

１ 若者定住、子育て支援の充実により人口減少に歯止めをかける 

 

（１）人口を減少させない元気なまちづくり 

 

○ 若者出会い創出事業 6,595 千円 

 

市内の企業、観光業者等と協働で、独身男女の出会いの場（バスツアーの

開催、出会いサポートセンターの開設等）を提供し、地域全体で独身者の結

婚を支援する。 

 

○ 移住・定住促進化事業 3,600 千円 

 

市内の空き家や耕作放棄地を調査し「空き家バンク」システムを構築。空

き家等を求める希望者に情報提供を行い、移住・定住を推進する。 

 

（２）安心して子どもを産み育てられるまちづくり 

 

○ 発達障害等を持つ子どもへの支援 

 

要支援児を適正な時期に発見し、早期支援に結びつけ、将来的に心身症や

学校不適応等の 2 次的障害を予防することが求められている。臨床心理士 1

名を非常勤特別職として配置し、保育所、学校、乳幼児健診等で相談支援活

動を行うとともに、西南但馬障害児通園施設（エスポワールこじか）の臨床

心理士等とも連携しながら支援の充実を図る。 

► 発達支援員（臨床心理士）の設置【新規】 3,150 千円 

► 障害児通園施設運営事業（エスポワールこじか） 15,316 千円 

 

○ 養父幼児センター建設事業 309,600 千円 

 

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、や

ぶグンゼ跡地に養父幼児センター（仮称）を建設する。 
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○ 学童保育の充実 

 

健康福祉部が所管する学童保育事業と、教育委員会が所管する放課後子ど

も教室事業の連携と一層の内容充実を図るため、両事業の所管を教育委員会

に一元化して実施する。 

► 学童保育事業 26,280 千円 

► 放課後子ども教室事業 2,112 千円 

 

○ 感染症予防事業 

 

子どもの健康を守るため、平成 22 年度から実施しているヒブワクチン、子

宮頚がんワクチン接種費用の一部助成を全額に拡充するとともに、新たに小

児用肺炎球菌ワクチンの全額助成を実施する。 

► ヒブワクチン接種助成（全額無料） 10,944 千円 

► 子宮頚がんワクチン接種助成（全額無料） 15,417 千円 

► 小児用肺炎球菌ワクチン接種助成（全額無料）【新規】 17,910 千円 

 

 

２ 市民との協働により地域の活力を掘りおこす 

 

（１）経済成長戦略の推進 

 

○ 経済成長戦略推進事業【新規】 1,270 千円 

 

平成 22 年度に策定した経済成長戦略の事業推進を図るため、シンポジウム

など、この理念を市民・事業者等に広く PR する。 

 

○ 養父市まるごと発信サイト事業【新規】 6,300 千円 

 

養父市の地域商品や地元企業の商品等を結集し、インターネット上でアン

テナショップを構築することにより、個々では出来ない魅力あるショッピン

グサイトを実現する。また同サイト内に養父市の観光資源のアピ―ルや開発

商品の情報発信等の場もつくり、養父市をまるごと全国に向けて情報発信す

る。 
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（２）観光交流人口 150 万人の実現に向けて 

 

○ 養父市総合案内所開設事業【新規】 5,500 千円 

 

北近畿豊岡自動車道が養父市まで延伸し供用開始されると、インターチェ

ンジに隣接する「道の駅ようか」は交通の要所として、養父市内各地への観

光誘導の拠点となることが期待される。同施設内に養父市総合案内所を開設

し、「やぶ市観光協会」の運営により効果的な案内業務を行う。 

 

○ 北近畿豊岡自動車道開通記念事業【新規】 8,000 千円 

 

待望の北近畿豊岡自動車道の開通を記念して、商工会等市民との協働によ

り、市内外の多くの人が参加できる記念イベントを開催する。 

 

○ 市道葛畑大久保線改良事業【新規】 10,000 千円 

 

北近畿豊岡自動車道の開通に合わせて、養父市最大の誘客数を誇る氷ノ

山・ハチ高原へのアクセス道である本路線を整備することにより、観光交流

人口 150 万の実現を目指す。（平成 25 年度完成予定） 

 

○ 地域活性化事業【新規】 1,200 千円 

 

市営スキー場（氷ノ山国際スキー場）の活性化を図るため、平成 22 年度か

ら実施した冬のウィンタースポーツ大会に加え、オフシーズンにマウンテン

バイク大会を開催する。 

 

（３）市民協働で新たな観光の創造 

 

○ おおやアート村拠点施設整備事業【新規】 56,900 千円 

 

大屋地域の新たな観光スポットとして、旧八鹿高等学校大屋校に芸術資源

の集積地「おおやアート村」を整備する。平成 23 年度は同校の木造校舎、体

育館の改修と備品の整備を行う。 
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○ ふれあい交流施設整備事業 120,500 千円 

 

旧畜産試験場但馬分場跡地に整備中の「ふれあい交流施設」は、平成 22

年度にグランドゴルフコースを整備し、11 月 3 日からプレオープンした。平

成 23 年度は、クラブハウスとして旧若杉分校を移築するとともに、交流人を

招いた芝生植え付けなどを実施する。 

 

○ 鉱石の道魅力発信事業 1,200 千円 

 

兵庫県、朝来市と協働で、全国有数の鉱山として栄えた明延、神子畑、生

野の豊富な産業遺産を活用した新しいツーリズムの創出を目指すとともに、

地域活性化事業を推進する。 

 

（４）環境創造型農業の推進 

 

○ 養父市コウノトリ放鳥推進事業【新規】 1,900 千円 

 

来年 4 月のコウノトリ放鳥を目指して、コウノトリの餌場となるビオトー

プ水田の造成、飼育ゲージの設営等の拠点整備を行った後、管理人をおきゲ

ージ飼育を行う。コウノトリと共生できる環境づくりを進めるとともに、コ

ウノトリ育む農法による栽培面積の普及・拡大を目指すことにより、環境創

造型農業の実現を図る。 

 

○ 有機の学校支援事業【新規】 100 千円 

 

良質な有機野菜づくりを広く市民に普及し、地産地消の推進につなげるた

め、高原野菜を始め、市内でもいち早く有機の里づくりに積極的に取り組ん

でいる大屋地域で設立される「おおや有機農業の学校」の開設支援を行う。 

 

○ 農産物特産開発事業  

 

► 朝倉さんしょ地産地消推進事業 2,100 千円 

「朝倉さんしょ」の日本一の産地を目指して、地元原産の山椒苗木購入

に対して定額補助（1,000 円/1 本）し、生産量の増産を図る。 
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► にんにく温風乾燥機設備整備事業【新規】 387 千円 

にんにくの集団栽培を支援するため、にんにく温風乾燥機 1 台の購入補

助（1/2）を行い、付加価値のある製品増産化を図る。 

 

► ゆず産地育成事業 1,000 千円 

中山間地域にある条件不利地の耕作放棄地対策として、ゆずの産地化を

図るため苗木の購入補助を行う。 

 

（５）協働のまちづくりの推進 

 

○ 地域自治協議会運営事業 67,000 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、旧小学校を単位とした地域自治協議会の設立・運営の支援を行う。平

成 22 年度末時点で、18 団体中 8 団体が設立済み、4 団体が設立準備会設置中

であるが、6 団体については検討中であるため、この地域の設立支援を行な

う。 

 

 

３ 医師確保対策を最重点に市民の生活を守る 

 

（１）公立八鹿病院の医師確保対策  

 

○ やぶ医者プロジェクト事業【新規】 22,195 千円 

 

平成 16 年度から始まった国の新臨床研修制度の導入以後、公立八鹿病院の

医師不足が深刻化してきたが、特に産婦人科・小児科の医師不足はより深刻

な状況となっている。このため、公立八鹿病院が実施している奨学金制度に

加え、養父市単独事業として以下の医師確保対策を行う。 

 

► 医学生への奨学金制度 20,000 千円 

公立八鹿病院組合の医師修学資金貸与制度利用者を対象として、1 人

10,000 千円を限度に奨学金の支給を行う。（2 名分） 
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► 公立八鹿病院の女性医師の働きやすい環境整備 2,000 千円 

女性の医師が子育てをしながら病院勤務ができるよう、ベビーシッター

の確保等の支援を行う。 

 

► 高校生セミナーの実施 195 千円 

医者を志望する高校生に公立八鹿病院の見学、医師の講演等を実施する。 

 

（２）市民生活の安心・安全 

 

○ 公共交通政策調査事業【新規】 440 千円 

 

過疎化で民間バス路線が減便・撤退し、新たな社会的弱者が生み出されて

いる状況を改善するため、既存のバス路線の維持確保に努める一方、新たな

発想で移動手段の創出を目指す「交通サバイバル戦略計画」を策定する。 

 

○ 地域介護拠点整備事業【新規】 63,300 千円 

 

第 4 期介護保険事業計画に基づき、八鹿地区、養父地区の 2 箇所で小規模

多機能型居宅介護施設を整備する。同施設を整備することで、認知症の高齢

者が住み慣れた地域で、同じスタッフにより「通い」「訪問」「泊まり」の連

続性のあるサービスを受けることができる。 

 

○ 火葬場施設整備事業 220,000 千円 

 

現在の斎場は、火葬炉設備を含め施設全体に老朽化が進み、周辺環境への

悪影響が懸念され、建て替え整備が必要となっていたため、平成 22 年度から

2 カ年事業で実施。平成 23 年度完成、新施設の供用開始を行う。 

 

○ 関宮中学校耐震化事業 456,000 千円 

 

子ども達を地震災害から守るため、昨年度の体育館に引き続き、平成 23

年度は校舎の地震補強・大規模改修工事を実施する。 
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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 7.3 億円の増 

 

平成 23 年度の一般会計当初予算は 194.8 億円で、平成 22 年度当初予算の

199.9 億円と比較して、5.1 億円減少した。昨年の地域振興基金積立金 12.0 億

円を除くと 187.9 億円となり、実質 6.9 億円の増（＋3.7％）である。 

基金積立て 4.9 億円、繰上げ償還 5.6 億円の特殊要因を除いた比較では、平

成 22 年度 177.0 億円に対して、平成 23 年度 184.3 億円となり、実質で 7.3 億

円の増（＋4.1％）となっている。 

 

（２）企業会計は上水道の主要工事の終了等で 2.2 億円の減 

 

企業会計の当初予算は 4.8 億円で、平成 22 年度当初予算 7.0 億円と比較して

2.2 億円の減少となっている。この大きな要因は、上水道事業会計における、

大森浄水場建設工事が終了したためである。 

 

 

 ＜平成 23 年度当初予算案＞            （単位：百万円、％） 

区 分 H23 当初ａ H22 当初ｂ 増減額ａ-ｂ 増減率（ａ－ｂ）/ｂ

一般会計 19,475 19,988 ▲513 ▲2.6

特別会計 9,676 9,605 71 0.7

企業会計 479 695 ▲216 ▲31.1

合 計 29,630 30,288 ▲658 ▲2.2

※一般会計 18,427 17,694 733 4.1

※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 

 

景気の低迷等が続き、市民税の大幅な回復が見込めないため、昨年度並みの

収入を見込む。 

 

 
（２）国からの各種譲与税、交付金等 

 
地方道路譲与税は自動車重量譲与税が引き下げられたため▲15 百万円、児童

手当及び子ども手当特例交付金の改正により 26 百万円等があり、地方譲与税、

交付金全体で対前年度 14 百万円増額を見込む。 

 

 
（３）地方交付税 

 
普通交付税では、地域活性化・雇用等対策費が増額改正され 100 百万円増額

するが、基準財政需要額の公債費分が▲84 百万円、基準財政収入額が▲106 百

万円のため、普通交付税総額で 100 百万円増額を、特別交付税は前年度と同額

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

自己資金を確保する。主な事業は審査により重点化し「火葬場施設整備事業」

「南但ごみ処理施設整備事業」「関宮中学校耐震化事業」「養父幼児センター建

設事業」など、喫緊の課題と他資金の確保に努めつつ、優先度の高い事業を実

施する。対前年度で 161 百万円を増額した。 

 

（一般会計分） 

(H22)  544 百万円 → (H23)  559 百万円  14 百万円（2.6 %） 

(H22) 9,700 百万円 → (H23) 9,800 百万円 100 百万円（1.0%） 

(H22) 2,320 百万円 → (H23) 2,481 百万円 161 百万円（6.9%） 

(H22) 2,460 百万円 → (H23) 2,459 百万円 ▲1 百万円（±0.0 %）
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発行額 (H22)3,533 百万円→(H23)2,569 百万円 ▲964 百万円 (▲27.3%) 

償還額 (H22)5,074 百万円→(H23)5,189 百万円 ＋115 百万円 (2.3%) 

（２）市債残高 

 

建設事業と臨時財政対策債、過疎対策債により、新規発行額は 2,569 百万円

となる。返済は、繰上げ償還分 512 百万円（財源は「減債基金」の取り崩し 300

百万円と一般財源）を含め、全会計 5,189 百万円。これにより平成 23 年度末残

高見込みは、前年度に比べ 2,620 百万円減少する。 

 

 

 

 ＜市債残高＞                                           （単位：百万円） 

H23 中の異動 

公債費償還 区 分 

H22 

残高見込 

Ａ 
発行額

元金 利子 計 

H23 

残高見込

Ｂ 

増減額

Ｂ－Ａ 

１人当
たりの

残高 

（千円）

一般会計 29,359 2,469 3,699 446 4,145 28,129 ▲1,230 1,061

特別会計 22,513 78 1,382 491 1,873 21,209 ▲1,304 800

企業会計 1,224 22 108 29 137 1,138 ▲86 43

合計 53,096 2,569 5,189 965 6,154 50,476 ▲2,620 1,904

※１人当たりの残高は、平成 22 年度国勢調査人口（26,509 人）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） 

Ｈ23 中の異動 
区 分 H22 末残高見込

積立額 取崩額 
H23 末残高見込 

財政調整基金 1,661 301 0 1,962

全基金 6,701 491 572 6,620

 

（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 22 年４月１日現在の職員数は、380

人であったが、平成 23 年４月１日の職員数は、同数（退職者 9 人、採用者 5

人、派遣職員の帰任 3 人ほか）の 380 人となる。この人数は、定員適正化計画

における平成 23 年度の職員数 390 人よりも 10 人少ない人数となる。 
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（５）給与等の減額 

 

一般職の給与は、平成 22 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 1.5％の減となった。内容は、給料表の改定による 0.1％の減、55 歳以

上の管理職の給料・手当の 1.5％の減、期末勤勉手当の支給月数を年間 4.15 月

分から 3.95 月分に改正することによる 0.20 月分の減である。 

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 0.20 月分減額し、

年間 3.8 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。 

 

※ 人件費の推移 

（H22）3,374 百万円 → （H23）3,302 百万円 （▲72 百万円、2.13％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（128 件） 

・ 見直し方針段階での経常経費削減効果額 

総額 14,015千円 一般財源 14,015千円 
 

＜参考：養父市の現状＞                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区    分 数等 区    分 指数等 

人口（22 国調） 26,509 人 標準財政規模(H22) 13,600 百万円

人口（住基 H23.2.1） 27,354 人 財政力指数(H22) 0.255

世帯数（住基 H23.2.1） 9,824 戸 実質公債費比率(H22) 21.6%

集落数 163 区 積立金現在高（H22 末見込） 6,701 百万円

  限界集落  （H22.3 末） 9 区  うち財政調整基金 1,661 百万円

  準限界集落（H22.3 末） 68 区  うち減債基金 831 百万円

ＮＰＯ法人数(H22.12 末) 7 法人 市債現在高（H22 末見込） 53,096 百万円

 ※限界集落（※注１）    
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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 

 

 ► 放課後子ども教室事業【再掲】 2,112 千円 

 ► 教育相談員配置事業 1,431 千円 

 ► 校庭の芝生化推進事業（市内２校で実施） 2,269 千円 

 

（２）生きる力を生涯学ぶまち 

 

 ► 社会教育活動費（養父市音頭普及事業 他） 1,295 千円 

 

（３）スポーツ振興の環境づくり 

 

 

► スポーツ大会開催事業（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の開催） 
2,895 千円 

 ► 体育施設管理費 39,189 千円 

 

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 

 

 ► 八鹿温泉施設管理費（とが山温泉サービス対価 他） 37,924 千円 

 

► 観光施設管理費（道の駅ようかサービス対価、市内観光

関連施設維持管理 他） 
44,759 千円 

 ► ふれあい交流施設整備事業【再掲】 120,500 千円 

 ► ふれあい交流施設維持管理事業 3,450 千円 

 ► おおやアート村拠点施設整備事業【再掲】【新規】 56,900 千円 

 ► おおやアート村拠点施設管理事業【新規】 3,477 千円 
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（２）自然環境の保全 

 

 

► クリーンセンター跡地整備事業（最終処分地 浸出水処

理施設工事費 他）【新規】 
60,000 千円 

 

► カーボンオフセットクレジット制度推進事業 （間伐促進

型のカーボンオフセット事業プロジェクトの認証を受

け、現地での検証調査によりCO2吸収量の認定を受ける。）

2,654 千円 

 

（３）景観づくり 

 

 

► 景観形成推進事業（景観行政の推進、景観啓発資料の作

成） 
500 千円 

 

（４）文化・芸術の継承と育成 

 

 ► 文化財保護事務 11,961 千円 

 ► 文化財調査保護事業 4,320 千円 

 

► 埋蔵文化財調査事業（養蚕農家群、鉱山町の国の重要文

化的景観選定に向けた調査、保存計画の策定） 
5,716 千円 

 ► 木彫フォークアートおおや事業 5,279 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、安全に暮せるまちづくり 

 

 ► 関宮中学校耐震化事業【再掲】 456,000 千円 

 ► 市単独治山事業（斎神社、小城地区） 7,740 千円 

 

► 常備消防施設等整備事業（消防ポンプ自動車更新、移動

式コンプレッサー・エアーテントの整備、救急用自動心

臓マッサージ機の整備）【新規】 

40,233 千円 

 

► 防災・災害対策事業（地域防災計画の見直し、各種防災

マニュアル作成、各種防災訓練 他） 
1,457 千円 
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（２）誰もが生涯安心して暮せる環境づくり 

 

 ► 感染症予防事業【再掲】 80,398 千円 

 ► 健康増進事業（市民ドック 他） 44,633 千円 

 ► 病院負担金（ドクターヘリ運行負担金） 1,800 千円 

 

► 福祉健康まつり事業（健康福祉部の施策、福祉、介護、

健康について市民に啓蒙する。社協、いずみ会他団体と

協力して開催。) 【新規】 

1,000 千円 

 ► 障害児通園施設運営事業（エスポワールこじか）【再掲】 15,316 千円 

 ► 生活安全推進事業（市民のつどいの開催 他） 1,392 千円 

 ► 乳幼児医療費助成事業 46,996 千円 

 ► 火葬場施設整備事業【再掲】 220,000 千円 

 ► 交通安全施設整備事業 4,000 千円 

 ► 除雪対策事業 44,030 千円 

 

（３）子育てがしやすい環境づくり 

 

 ► 小学校遠距離児童通学対策事業 32,249 千円 

 ► 中学校遠距離生徒通学対策事業 71,917 千円 

 ► 養父市高校生バス通学補助事業 5,000 千円 

 ► 学童保育事業【再掲】 26,280 千円 

 

► 母子保健事業（乳幼児健診 他。新規に５歳児キッズキ

ッチン事業を実施。） 
19,040 千円 

 ► 養父幼児センター建設事業【再掲】 309,600 千円 

 ► 家庭相談員活動事業（昨年度から引き続き３名を配置。） 7,285 千円 

 

（４）定住のための居住環境づくり 

 

 ► 生活バス路線確保対策事業 104,046 千円 

 ► 簡易水道整備事業（浅間・伊佐統合簡易水道（新規）他） 61,100 千円 
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４ 意欲を持って働き、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 

 

 

► 有害鳥獣防護対策事業（（新規）シカ捕獲実施隊支援事

業、鳥獣害共催事業 他） 
47,685 千円 

 

► 農産物特産開発事業（朝倉さんしょのブランド化推進、

ゆずの６次産業化の推進、にんにくの高付加価値化）【再

掲】【新規】 

3,487 千円 

 ► フルーツの里管理運営事業 9,352 千円 

 

► 土地改良施設維持管理適正化事業（ポンプ場、水路の整

備 他） 
7,727 千円 

 

► 地域農業再生対策事業（平成２１年の台風災害を受けた

宿南地区で営農組合の設立を目指す。農産物乾燥施設及

び農作業機械倉庫を整備）【新規】 

3,750 千円 

 

（２）地域特性を活かした産業創出・育成 

 

  

 ► 商工業者融資事業（利子補給事業、信用保証料補助事業） 5,750 千円 

 

► 企業誘致促進事業（企業誘致フェア出展、企業ガイドブ

ック作成、企業誘致活動） 

2,450 千円 

 ► 商工振興事業費（養父市商工業振興条例に係る奨励措置） 27,699 千円 

 

► 商工会及び工業会補助事業（商工会一般活動費補助金、

産業フェア補助金） 

20,500 千円 

 

► 企業誘致新増設事業所奨励事業（養父市企業等誘致条例

に基づく補助金交付） 

5,800 千円 

 ► 養父市企業支援センター業務委託事業【新規】 3,000 千円 

 ► 唐川堆肥集配施設運営事業 1,205 千円 

 

（３）地域産業を振興する情報・交通網の整備 

 

  

 ► 市単独土地改良維持事業 6,068 千円 

 

► 農道台帳修正更新事業（現地と台帳の整合性が取れてい

ない路線の農道台帳を修正・更新する。対象農道１４路

線。）【新規】 

1,351 千円 
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 ► 市単独道路整備事業（葛畑大久保線、横行線） 14,000 千円 

 ► 社会資本整備総合交付金道路整備事業（高柳トガ山線） 150,000 千円 

 

（４）計画的な土地等の利用促進 

 

  

 ► 中山間地域等直接支払推進事業 22,461 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 7,385 千円 

 

（２）コミュニティ活動の促進 

 

  

 ► 広報事業（広報紙の発行、ホームページの運営） 5,798 千円 

 

（３）男女共同参画社会の促進 

 

  

 ► 男女共同参画事業（講演会等開催、第 2 次プランの策定） 2,959 千円 

 

６ その他（施策体系に該当しないもの） 

 

  

 

► 行政改革推進事業（昨年度に引き続き、第２期政策形成

専門研修を実施。）【新規】 

2,055 千円 

 ► 病院負担金（八鹿病院負担金） 1,034,154 千円 

 ► 氷ノ山国際スキー場事業特別会計補助金 41,585 千円 

 

► 過疎対策基金積立金（過疎法の改正で基金造成が認めら

れた。期間内の高額事業費や法律終了後における対策の

必要から基金を創設する。）【新規】 

50,022 千円 

 ► 地籍調査事業（新規地区２３箇所、継続地区１３箇所） 80,000 千円 

 

► 都市計画マスタープラン策定事業（策定に係る市民アン

ケートの実施 他） 

5,000 千円 
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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） 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５） 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。 


