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１ 基本方針 

 

１ 基本認識 

 

 平成 24 年度は、昨年６月に策定された第２次養父市総合計画に基づくまちづく

りの本格的なスタートの年となる。全国的に人口減尐が進む中、養父市において

も、平成 22 年国勢調査の人口が 26,501 人と前回調査から大幅に減尐するなど、

取り巻く環境は厳しさを増しているが、総合計画では平成 32 年度の定住人口

26,000 人、市民規模 30,000 人を目指している。定住人口を中心とした従来のま

ちづくり手法にとらわれることなく、養父市で働く人々、養父市を訪れる人々等、

養父市に関わる全ての人々が市民であるといった視点に立つことが必要である。 

 

○ 医療に対する市民の不安は非常に高まっている。高齢者をはじめ市民が安心

して医療を受けられ、不安を抱えることのない住環境を提供することが急務

となっている。そのためにも、休診となっている診療科の早期解消などに重

点的に取り組む必要がある。 

 

○ 食の安全安心に対する消費者意識は、年々高まりを見せている。地産地消を

進め食料自給率の向上を確保すると同時に、安全安心な食を養父市ブランド

として提供できる体制を構築する必要がある。 

 

○ 近年の自然災害は、私たちの想定の及ばない甚大な被害をもたらしている。

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

ちづくりであり、そのためには日頃からの備えが必要である。また、昨年３

月 11 日に起きた東日本大震災では、地域のつながりから助かった人達も多い

ことから学び、養父市においても今一度地域コミュニティの絆を強めるため

に、地域の中心となる若者の定住を推奨する必要がある。 

 

○ 子どもの安全安心を守るための最優先課題として取り組んでいた小中学校耐

震化は、普通教室については４月で完了する。今後は、安全安心に加え、快

適な学校環境を目指す必要がある。同時に、市民一人ひとりがふるさとを愛

し、生きがいや楽しみをもって暮らしていくために、生涯にわたって学べる

まちづくりを進める必要がある。 
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○ 養父市に住み続けたい、住んでみたいという思いを実現するために、あらゆ

る世代が働くことのできる環境をつくらなければならない。生産意欲を阻害

する有害鳥獣の対策、北近畿豊岡自動車道の開通を契機とした産業の創出・

育成を積極的に進め、「人・物・情報」の集積を図る必要がある。 

 

○ 尐子化・高齢化が進行する状況の中、世代にかかわらず、だれもが互いに協

力し、支え合うまちづくりが求められている。このため、平成 21 年度に制定

した「まちづくり基本条例」の理念「市民主体、相互協働、地域尊重」に基

づき、地域自治組織の活動・設立の支援、ボランティア団体やＮＰＯの育成、

男女共同参画の推進などを進める必要がある。 

 

○ 合併以来、徹底した行政改革を断行したことで、一定の財政健全化が図られ

たが、本市の歳入の約半分を占める地方交付税が、平成 27 年度から段階的に

削減されていくなど、予断を許さない状況にある。厳しさの増す環境に的確

に対応しつつ、市民サービスの質を確保するため、新しい総合計画に基づい

て事務事業の選択と集中の強化を一層おし進める必要がある。 

 

○ 新しい総合計画を効果的かつ効率的に実施するとともに、市民サービスを迅

速に提供できる行政組織体制を整備する必要がある。 

 

 

２ 平成 24 年度の市政運営の方針 

 

 以上の基本認識を踏まえ、平成 24 年度の市政テーマは、 

「“医・食・住・学”生活基盤の構築」 

とし、以下の重点方針に基づき施策を展開する。 

 

（１）（医）医師の確保を重点に医療分野の充実 

（２）（食）獣害対策と安全安心な食づくり 

（３）（住）若者定住、子育て支援の充実 

（４）（学）未来と地域を担う人づくり 

（５）北近畿豊岡自動車道開通を契機とした交流の拡大と地域の活性化 
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２ 重点施策 

 

１ （医）医師の確保を重点に医療分野の充実 

 

 公立八鹿病院の医師確保を行う取り組みを最重点とし、子どもや障害者に対す

る医療・福祉の充実を図る。 

 

○ やぶ医者プロジェクト 【拡充】 24,120 千円 

 平成 23 年度に引き続き、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）。平成

24 年度では、新たに着任した医師の研究費助成を行う。 

 

○ 乳幼児・こども医療費助成事業 【拡充】 52,875 千円 

 子どもを安心して育てられる環境づくりのため、小学校１年生から中学校

３年生までの子の入院医療費の自己負担分を無料にする。 

 

○ 健康増進事業 【拡充】 48,469 千円 

 従来から実施している健診に加え、新たに腎機能を調べるためのクレアチ

ニン検査を実施する。また、大腸がんは 40 歳～60 歳の、肝炎ウイルスにつ

いては 40 歳～70 歳の 5 歳刻みの人を対象に検診料金を無料にする。 

 

○ 障害者支援 

 障害者自立支援法の改正等に対応するための事業のほか、以下の事業を新

規又は拡充して実施し、障害者福祉の充実を図る。 

► 相談支援事業 【拡充】 3,270 千円 

 相談支援事業の委託先を増やし、相談支援体制の充実を図る。 

► 障害者福祉タクシー事業 【新規】 3,276 千円 

 高齢者及び障害者の移動支援として、福祉タクシー利用券を交付する。 

 

○ 学童療育支援事業 【新規】 2,500 千円 

 学童期障害児の療育の機会を増やし、障害児及び保護者への支援の充実を

図るため、西南但馬障害児通園施設（エスポワールこじか）において新たに

支援事業を行う。 
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２ （食）獣害対策と安全安心な食づくり 

 

 有害鳥獣防護対策を強化し、耕作意欲の低下を食い止める。また、儲かる農業

へ転換するための事業の実施、若い世代と高齢者世代が農業に取り組めるよう支

援策を講じ、安全安心な食の基盤となる農業を振興する。 

 

○ 有害鳥獣防護対策事業 【拡充】 58,831 千円 

 平成 23 年度より実施している狩猟ハンターの養成支援、有害鳥獣防除対策

補助（防護柵等に対する補助）を継続する。新たに平成 24 年度では、緊急雇

用対策事業を活用し、有害鳥獣対策推進員を配置する。また、年間 4,000 頭

捕獲しているシカの肉等を有効利用するため、食肉加工センターの設置につ

いて検討を進める。 

 

○ 畑のスーパーマーケット開設事業 【新規】 6,160 千円 

 農外企業の参入により市民農園、農業塾を開設することで、有機農業の推

進、販路開拓並びに都市と農村の交流を図る。また、即売所として「畑のス

ーパーマーケット」を併設し、市民や観光客に新鮮な農産物を提供する。 

 

○ 高齢者生きがい活動支援事業 【新規】 4,900 千円 

 シルバー人材センター会員の能力を活かし、市民参加も喚起しながら耕作

放棄地となっていた棚田の再生を図るとともに、高齢者の生きがいづくり、

健康づくりに寄与する。再生した農地で収穫したお米、農産物等は、市内の

給食センター、民宿などで地産地消できる体制を推進する。 

 

○ 新規就農総合支援事業 【新規】 14,400 千円 

 青年新規就農者の倍増を目指し、以下の各種支援を行う（国庫補助事業）。 

► 青年就農給付金（準備型）  7,500 千円 

 高校卒業後に農業経営者育成機関、先進農家及び先進農業法人で研修

を受ける場合に給付金を交付する。 

► 青年就農給付金（経営開始型）  4,500 千円 

 ４５歳未満の独立・自営就農者に対し給付金を交付する。 

► 農の雇用事業  2,400 千円 

 法人側に対して研修経費を交付する。 

 

○ バイオコークス研究事業 【新規】 100 千円 
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 循環型エネルギーの推進を図るため、森林資源（間伐残材等）、農業廃棄物

等のバイオマスを用いた新たな固形燃料であるバイオコークスの研究を行う。 

 

○ 但馬牛を育てる支援事業 【拡充】 144 千円 

 畜産農家の労働環境を改善し、後継者の円滑な就農を促すため、シルバー

人材センター等と連携して和牛ヘルパー制度を導入する。 

 

 

３ （住）若者定住、子育て支援の充実 

 

 子育て世代の若者が、養父市に住んでみたい、住み続けたいと思えるような環

境づくりを重点的に取り組む。また、防災体制の充実を図り、市民が安心して暮

らせるまちづくりを行い、定住人口の維持拡大に繋げる。 

 

○ 広谷幼児センター改修（増設）事業 【新規】 35,000 千円 

 広谷幼児センターは、年度途中の乳児の入所も多く、常に定員を超える状

態となっている。定員オーバーに対応するため、保育室の増築、園庭の拡張

を行う。また、現在調理室が手狭で業務に支障をきたしていることから、調

理室の改修を行う。 

 

○ 保育所等巡回相談事業 【新規】 2,588 千円 

 保育所等からの要請により、心理士・保健師等が巡回し、職員への指導・

助言を行う。特別な支援が必要な児童については、特別支援学校や発達障害

支援センターの専門職員の派遣により対応する。 

 

○ 防災メールシステム導入事業 【新規】 1,260 千円 

 携帯電話を活用し、防災情報の正確な発信、強化及び伝達手段の多様化を

図る。 

 

○ 防災関連資機材整備事業 【新規】 3,000 千円 

 災害時における応急活動を円滑に行うため、平時より災害時に備え、食料、

生活必需品、医薬品等を計画的に確保する。 

 

○ 定住促進対策事業 【拡充】 26,200 千円 

 定住の促進を図るために各種奨励金を交付しているが、増え続ける空き家
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を活用した移住・定住を一層充実させるため、賃貸住宅の借家人が自らの費

用で増改築を行った場合にも増改築奨励金を交付するなど制度を拡充する。 

 

○ 交通政策事業 129,247 千円 

 バス、ＪＲ等の公共交通の確保維持及び利便性の向上を図る。 

 自家用有償バスについては、実証運行を終了し、本格運行へ移行する。 

 

○ 温暖化防止対策事業 【新規】 11,000 千円 

 平成 23 年度に策定した養父市環境基本計画及び養父市地球温暖化対策実

行計画（事務事業編）に基づき、地域の環境問題の解決並びに地球環境への

負荷の低減を図るために以下の事業を行う。 

► 温暖化対策事業  5,000 千円 

公共施設を中心に、照明を LED 等の省エネ照明器具へ更新する。 

► 太陽光発電補助  6,000 千円 

太陽光発電システムを個人用住宅に導入する場合の補助制度を創設する。 

 

 

４ （学）未来と地域を担う人づくり 

 

 子どもたちの郷土愛と健やかな心身を育むため、体験学習の強化、食育の推進

を図る。また、生涯学ぶことができるまちづくりを進めるため、養父市の特色あ

る芸術や伝統文化の振興と情報発信を行うとともに、生涯学習の拠点となる図書

館等の設置について検討を行う。 

 

○ やぶっ子夢プラン事業 【新規】 2,795 千円 

 市内の小中学生が、環境学習（氷ノ山登山）、伝統文化の体験活動（市内

名所見学など）等を通じて地域の伝統文化や芸術、自然について学ぶことで、

郷土愛を育む。 

 

○ 学校給食センター建設（統合）事業 【新規】 21,000 千円 

 現在旧町ごとに設置されている学校給食センターはウェット方式であり老

朽化している。そのため、４センターをドライ方式の１施設に統合・新設す

ることで、安全安心な学校給食を効率的に提供できる体制を構築する。平成

24 年度は設計に着手する。 
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○ 小中学校フェンス設置工事 【新規】 11,000 千円 

 不審者やシカ、イノシシ等の侵入を防ぎ、児童・生徒の安全と衛生環境の

保全を図るためフェンスを設置する。 

 

○ 学校備品の充実 【新規】 1,500 千円 

 新学習指導要領の全面実施に向け、中学校音楽で必要となる和楽器の整備

を行い、伝統文化（音楽）継承の取り組みの充実を図る。 

 

○ 教育相談員配置事業 【拡充】 2,119 千円 

 特別な配慮が必要な子ども、不登校傾向の子どもに対する自立支援や観察

指導、教育相談の充実を図る。 

► 臨床心理士配置 【新規】 600 千円 

 子どもサポート室に発達支援員（臨床心理士）を１名配置し、週１回、

通年で教育相談・支援を行う。 

► 巡回教育相談推進 【新規】 200 千円 

 特別支援学校コーディネーターによる巡回教育相談を行う。 

 

○ Q-U 調査（児童等の状況把握調査）事業 【新規】 900 千円 

 児童生徒を対象に Q-U 調査を実施することにより、特別な配慮を要する子

どもを理解するための手法を学ぶとともに、いじめや不登校等の早期発見に

役立てる。 

 

○ 山田風太郎記念館整備事業 【新規】 10,000 千円 

 平成 23 年度に「元気な養父づくり応援寄附金」としていただいた寄附を活

用し、平成 24 年度で記念館の改築など施設整備を行う。 

 

○ 芸術事業 

 特色ある芸術文化を全国に発信し、地域文化の振興と醸成を図るとともに、

養父市のＰＲに繋げる。 

► 第 10 回ビバホールチェロコンクール（記念大会） 【拡充】 8,424 千円 

► 木彫フォークアートおおや  5,419 千円 

 

○ 全国地芝居サミット開催事業 【新規】 3,000 千円 

 全国の地芝居（農村歌舞伎等）団体が一堂に会する全国サミットを、６月

９日・10 日の２日間にわたり葛畑芝居堂で開催することで、伝統文化を振興
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するとともに、交流を深める。 

 

○ 図書館等整備検討事業 【新規】 100 千円 

 図書館は生涯学習の根幹であり、市民の要望の声が高い。平成 24 年度は、

図書館、文化ホール等を含めた生涯学習の拠点施設の設置可能性について調

査検討を進める。 

 

 

５ 北近畿豊岡自動車道開通を契機とした交流の拡大と地域の活性化 

 

 養父市が目指している平成 27 年度の観光交流人口 150 万人の実現に向けて、北

近畿豊岡自動車道の開通の効果を最大限に生かすため、市民と協働で各種イベン

トを実施するなど、まちぐるみで盛り上がりを創出する。さらに、交流の拠点と

して、養父市の豊かな自然・文化を活かした施設や公園を整備し、インターチェ

ンジから観光客を誘導する。同時に、企業進出や新産業の創出を促すため、事業

者支援の充実を図る。 

 

○ 北近畿豊岡自動車道開通記念イベント  7,500 千円 

 開通を記念し、市民と一体となって以下の記念イベントを開催する。 

► 健康マラソン部門  ハーフマラソン、ファミリーウォーク等 

► 魅力発信イベント  ゆるキャラまつり、ご当地グルメ等 

 

○ 北近周辺案内サイン設置事業 【新規】 11,200 千円 

 インターチェンジ周辺に案内サインを整備し、効果的な誘客を図る。 

 

○ 道の駅ようかリニューアル工事 【新規】 15,750 千円 

 北近畿豊岡自動車道路の延伸に合わせ、拠点施設となる道の駅ようか但馬

蔵のリニューアル工事を実施する（サービス対価）。 

 

○ 八木川河川公園整備 【新規】 5,000 千円 

 八鹿氷ノ山 IC を利用する但馬地域への来訪者を市内に誘導するため、八鹿

市街地の玄関口である八木川周辺の整備に着手する。 

 

○ ヒルクライム大会開催事業 【新規】 1,500 千円 

 ハチ高原を活用する新しい事業として、高原の地形を利用したコースでタ
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イムを競うオフロード自転車大会を開催する。 

 

○ ハチ高原自然体験公園整備事業 【新規】 1,500 千円 

 ハチ高原のミツガシワ（県指定天然記念物）自生地周辺の保護・保全と、

周辺登山道等施設の改修により自然体験公園としての整備を図る。 

 

○ アンテナショップ開設事業 【新規】 5,000 千円 

 京阪神方面からの誘客促進を図るため、養父市の特産・観光情報等の魅力

を発信する場として、都市部にアンテナショップを開設する。 

 

○ ふれあい交流施設整備事業（養父）  23,500 千円 

 平成 24 年 4 月に、はさまじ地区の「ふれあい交流施設」をグラウンドゴル

フコースとして正式オープンする。また、子どもが遊ぶことのできる広場を

並行して整備する。 

 

○ おおやアート村整備事業（大屋）  21,800 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 ＢＩＧＬＡＢＯ」を整備する。平成 24 年度は

RC 校舎の改修等を行い、プレオープンする。 

 

○ まちなか賑わいづくり事業（関宮）  23,000 千円 

 関宮まちなか賑わいづくり計画（平成 22 年度策定）に基づき、旧関宮庁舎

を改修し、農産物販売、ふれあい喫茶営業、ギャラリー開設等に供する施設

として整備する。 

 

○ 公募型企業間等連携推進支援事業 【新規】 20,000 千円 

 大学等研究機関、農商工業者、企業等と連携し、新技術開発、新分野参入

を行おうとする革新的な市内事業者に対し支援を行う。 

 

○ 養父市ブランド創出事業 【新規】 500 千円 

 養父市で生産された製品・特産品等を地域ブランドと認定し、養父市まる

ごと発信サイト等を通じて全国的にＰＲする。平成 24 年度は、商品の募集・

認定作業を実施し、新製品開発、販路拡大支援等を推進する。 
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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 5.6 億円の減 

 

平成 24年度の一般会計当初予算は 195.0億円で、平成 23年度当初予算の 194.8

億円と比較して、0.2億円増加した。 

基金積立て 7.7 億円、一般会計の繰上償還（補償金を含む。）4.3億円、下水道

特別会計の繰上償還（補償金を含む。）に係る繰出金 4.4 億円の特殊要因を除い

た比較では、平成 23 年度 184.3 億円に対して、平成 24 年度 178.7 億円となり、

実質で 5.6億円の減（▲3.0％）となっている。 

 

（２）特別会計は 6.2 億円の増、企業会計は 0.2億円の増 

 

下水道事業特別会計で繰上償還 4.4 億円（一般会計からの繰入金）の実施によ

る 4.1 億円の増などから特別会計の当初予算は 103.0 億円で、平成 23 年度当初

予算 96.8億円と比較して 6.2億円の増加となっている。 

企業会計の当初予算は 5.0 億円で、平成 23 年度当初予算 4.8 億円と比較して

0.2億円の増加となっている。水道事業会計では合理化等により 25百万円減額と

なっている一方、氷ノ山国際スキー場事業会計は、索道の修繕費 55 百万円の増

額により、47百万の増額となっている。 

 

 

 ＜平成 24年度当初予算案＞    （単位：百万円、％） 

区 分 H24当初ａ H23 当初ｂ 増減額ａ-ｂ 増減率（ａ－ｂ）/ｂ 

一般会計 19,500 19,475 25 0.1     

特別会計 10,298 9,676 622 6.4 

企業会計 501 479 22 4.5 

合 計 30,299 29,630 669 2.3 

一般会計 

（特殊要因除く※） 
17,867 18,427 ▲560 ▲3.0 

※特殊要因／基金積立金及び公債費のうち繰上償還 

 



 11 

２ 歳入の見込み 

 

（１）市税 

 

個人市民税は年尐扶養控除の廃止等による増収、たばこ税も実績値から増収を

見込んでいるが、家屋分で評価替により再建築費評点の減点補正を行うため大幅

な減尐見込となっている。これにより総額では、対前年度 17 百万円減額を見込

む。 

 

 

（２）国からの各種譲与税、交付金等 

 

子ども手当の制度改正による児童手当及び子ども手当特例交付金の 36 百万円

減額等があり、地方譲与税、交付金全体で対前年度 63百万円減額を見込む。 

 

 

（３）地方交付税 

 

   普通交付税では、平成 23年度の交付額を基礎に平成 24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の 100百万円の減額

などにより 400 百万円の減額となり、基準財政収入額は 200 百万円の減額となっ

たことから、普通交付税は平成 23 年度当初予算より 400 百万円増額の 9,400 百

万円を見込む。特別交付税については、前年度と同額の 8.0 億円を見込む。 

 

 

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「南但ごみ処理施設整備事業」

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。小

中学校耐震化事業、火葬場施設整備事業等の大型事業が平成 23 年度末で終了す

るため、対前年度で 290百万円の減額となる。 

 

（一般会計分） 

(H23)  559 百万円 → (H24)  496百万円 ▲63百万円（▲11.3 %） 

(H23) 9,800 百万円 → (H24) 10,200 百万円 400百万円（4.1 %） 

(H23) 2,481 百万円 → (H24) 2,191 百万円 ▲290百万円（▲11.7 %） 

(H23) 2,459 百万円 → (H24) 2,442 百万円 ▲17百万円（▲0.7 %） 
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（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 2,639百万円と

なる。返済は、一般会計の繰上償還分 397 百万円及び特別会計の繰上償還分 353

百万円（財源は一般財源）を含め、全会計 5,155 百万円。これにより平成 24 年

度末残高見込みは、前年度に比べ 2,516 百万円減尐する。 

 

 

＜市債残高＞       （単位：百万円） 

区 分 

H23 

残高見込 

Ａ 

H24中の異動 H24 

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 

元金 利子 計 

一般会計 27,829 2,496 3,330 408 3,738 26,995 ▲834 1,019 

特別会計 21,140 132 1,722 449 2,171 19,550 ▲1,590 738 

企業会計 1,097 12 103 20 123 1,006 ▲91 38 

合計 50,066 2,640 5,155 877 6,032 47,551 ▲2,515 1,795 

※１人当たりの残高は、平成 22年度国勢調査人口（26,501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 H23末残高見込 
Ｈ24中の異動 

H24末残高見込 
積立額 取崩額 

財政調整基金 2,795 1 0 2,796 

減債基金 591 63 0 654 

特定目的基金 3,393 702 115 3,980 

その他基金 908 22 130 800 

全基金 7,687 788 245 8,230 

 

（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 23 年４月１日現在の職員数は 379 人

であったが、平成 24年４月１日の職員数は、11人の減（退職者 19人、採用者 9

発行額 (H23)2,569 百万円→(H24)2,639 百万円  70百万円 (2.7%) 

償還額 (H23)5,189 百万円→(H24)5,155 百万円 ▲34百万円 (▲0.7%) 
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人ほか）の 368 人となる。この人数は、定員適正化計画における平成 24 年度の

職員数 383人よりも 15人尐ない人数となる。 

 

（５）給与等 

 

一般職の給与は、新規採用者数を抑えたことにより年齢構成が上昇したため、

人事院勧告に基づく給料表の改定による 0.23％の減を差し引いても、平均給料月

額 1.0％の増加となった。人件費総額では、職員数の減により 60百万円減額とな

る。 

議会関係では、議員定数が現行の 18 人から２名減の 16人となったほか、議員

報酬が現行の月額 279千円から合併当初の月額 310千円に引き上げられた。定数、

報酬とも本年 11 月の改選時から適用される。 

（H23）3,323 百万円 → （H24）3,263 百万円 ▲60百万円 （▲1.8％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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(H23) 13,527 百万円 

人口（住基 H24.2.1） 26,937 人   財政力指数(H23) 0.241 

世帯数（住基 H24.2.1） 9,771 戸   実質公債費比率(H23) 18.7% 

集落数 163区   積立金現在高（H23 末見込） 7,687 百万円 

   限界集落※ （H23.4.1） 12 区    うち財政調整基金 2,795 百万円 

   準限界集落（H23.4.1） 73 区    うち減債基金 591 百万円 

ＮＰＯ法人数(H24.2.1) 8 法人   市債現在高（H23末見込） 50,067 百万円 

※限界集落／65 歳以上の高齢者が集落人口の 50％を超える集落をいう。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。
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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 

► やぶっ子夢プラン事業 （再掲）【新規】 2,795 千円 

► 小中学校フェンス設置工事 （再掲）【新規】 11,000 千円 

► 放課後子ども教室事業  2,172 千円 

 

（２）０歳からの一貫した教育環境づくり 

► 学校給食センター建設（統合）事業 （再掲）【新規】 21,000 千円 

► 中学校教育振興事業 【拡充】 19,740 千円 

 新学習指導要領の全面実施に伴う指導書、準拠教材、和楽器等の整備 

► 部活動推進事業 【拡充】 8,605 千円 

 吹奏楽器の修繕と不足楽器の充足 

► 教育相談員配置事業 （再掲）【新規】 2,119 千円 

► Q-U 調査事業 （再掲）【新規】 900 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  23,446 千円 

 ビバホールのステージ床、反響板貼替など、適切な維持修繕を行う。 

► 図書館等整備検討事業 （再掲）【新規】 100 千円 

 

（４）スポーツ振興の環境づくり 

► コミュニティスポーツセンター管理費 【拡充】 10,682 千円 

 閉校となる小佐小学校、浅野小学校の２校分を追加 

► 全天候運動場管理運営事業  27,625 千円 

► 全天候運動場管理運営基金積立金  544,734 千円 

 兵庫県から委譲を受ける全天候運動場の適正な管理運営のため、兵庫県か

らの但馬全天候運動場委譲交付金（544,461 千円）を原資に基金造成を行う。 

► 体育施設管理費  45,809 千円 

 都市公園施設（つるぎが丘）及びおおやスポーツセンターの指定管理料 

► スポーツ大会開催事業  2,881 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
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リー大会の開催 

 

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 

► 北近畿豊岡自動車道開通記念イベント （再掲） 7,500 千円 

► 北近周辺案内サイン設置事業 （再掲）【新規】 11,200 千円 

► アンテナショップ開設事業 （再掲）【新規】 5,000 千円 

► 道の駅ようかリニューアル工事 （再掲）【新規】 15,750 千円 

► ヒルクライム大会開催事業 （再掲）【新規】 1,500 千円 

► ふれあい交流施設整備事業 （再掲） 23,500 千円 

► ふれあい交流施設維持管理事業  4,950 千円 

► おおやアート村拠点施設整備事業 （再掲） 21,800 千円 

► おおやアート村拠点施設管理事業  7,400 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 （再掲）【新規】 1,500 千円 

 

（３）地域景観づくり 

► 八木川河川公園整備 （再掲）【新規】 5,000 千円 

► 天文館管理運営事業 【拡充】 4,504 千円 

 天文館「バルーンようか」の外壁修繕 

 

（４）文化・芸術の継承と育成 

► 第 10 回ビバホールチェロコンクール（記念大会） （再掲） 8,424 千円 

► 木彫フォークアートおおや事業 （再掲） 5,419 千円 

► 伝統芸能振興事業  4,154 千円 

 全国地芝居サミットの開催、せきのみや子ども歌舞伎 10 回記念公演の開

催など 

► 山田風太郎記念館整備事業 （再掲）【新規】 10,000 千円 

► 文化財調査保護事業  2,961 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。 

► 伝統的建造物景観調査事業  4,000 千円 

 重要文化的景観の国選択に向けて、明延地区の調査を行う。 
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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 

► 防災メールシステム導入事業 （再掲）【新規】 1,260 千円 

► 防災関連資機材整備事業 （再掲）【新規】 3,000 千円 

► 常備消防施設等整備事業  5,000 千円 

 災害に強い防災の要として、消防庁舎の耐震化診断を行う。 

► 消防広域化事業  111,735 千円 

 朝来市との消防広域化に向け、消防救急無線のデジタル化、高機能消防指

令センターシステムの増設を行う（負担金）。 

► 交通安全対策事業  7,252 千円 

► 道整備交付金道路整備事業  22,000 千円 

 朝倉高柳線、高柳大橋の架替に着手する（交付金を活用）。 

► 市単独治山事業  7,665 千円 

 

（２）誰もが生涯安心して暮らせる環境づくり 

► やぶ医者プロジェクト事業 （再掲）【拡充】 24,120 千円 

► 病院負担金（公立八鹿病院）  874,484 千円 

► 病院負担金（公立豊岡病院）  4,485 千円 

 ドクターカーの経費等を但馬３市２町で負担 

► 乳幼児・こども医療費助成事業 （再掲）【拡充】 52,875 千円 

► 健康増進事業 （再掲） 48,469 千円 

► 感染症予防事業  62,585 千円 

► 学童療育支援事業 （再掲）【新規】 2,500 千円 

► 障害児通園施設運営事業  14,796 千円 

► 相談支援事業 （再掲）【拡充】 3,270 千円 

► 障害者福祉タクシー事業 （再掲）【新規】 3,276 千円 

► 高齢者生きがい活動支援事業 （再掲）【新規】 4,900 千円 

► 高齢者等優待乗車証交付事業  20,385 千円 

► 消費者行政事業  4,696 千円 

► 交通安全施設整備事業  5,000 千円 

► 道路橋りょう維持事業  34,748 千円 

► 除雪対策事業 【拡充】 65,721 千円 

 市所有の除雪車両のうち、老朽化したものを年次的に更新する。平成 24
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年度は除雪車両２台を更新。 

► 火葬場管理費  17,999 千円 

► クリーンセンター跡地整備事業  32,500 千円 

 

（３）子育てがしやすい環境づくり 

► 広谷幼児センター改修（増設）事業 （再掲）【新規】 35,000 千円 

► 保育所等巡回相談事業 （再掲）【新規】 2,588 千円 

► 学童保育事業  32,115 千円 

► 家庭相談員活動事業  5,132 千円 

► 母子福祉事業 【拡充】 6,571 千円 

 母子家庭の母親が受ける職業能力の向上のための研修・講習会等へ費用の

一部として、自立支援教育訓練給付金を支給【新規】 

► 母子保健事業  20,676 千円 

 特定不妊治療助成事業【新規】、乳幼児健診の実施、妊婦健診の補助など 

► 小学校遠距離児童通学対策事業  40,702 千円 

► 中学校遠距離生徒通学対策事業  71,651 千円 

► 養父市高校生バス通学補助事業  5,000 千円 

 

（４）定住のための居住環境づくり 

► 定住促進対策事業 （再掲）【新規】 26,200 千円 

► 養父市住宅リフォーム支援事業  10,000 千円 

 市民が市内の施工業者を利用して、住宅のリフォーム工事を行う場合に、

工事費の一部を助成する。 

► 交通政策事業 （再掲） 129,247 千円 

► 温暖化防止対策事業 （再掲）【新規】 11,000 千円 

► ごみ収集事業 【拡充】 91,908 千円 

 平成 25 年４月から開始するプラスチック、容器包装等の分別収集を円滑

に実施するために、収集ボックスの配備、資源ごみ回収用リサイクルハウス

の設置補助等を行う。 

► 不法投棄監視事業  7,358 千円 

► ＣＡＴＶ運営事業  96,379 千円 

► インターネット運営事業 【拡充】 44,318 千円 

 上位回線を 100Mbps から 130Mbps に増強する。 
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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 

► 有害鳥獣防護対策事業 （再掲）【新規】 58,831 千円 

► 畑のスーパーマーケット開設事業 （再掲）【新規】 6,160 千円 

► 新規就農総合支援事業 （再掲）【新規】 14,400 千円 

► バイオコークス研究事業 （再掲）【新規】 100 千円 

► 但馬牛を育てる支援事業 （再掲）【拡充】 144 千円  

► 農産物特産開発事業 【拡充】 4,535 千円 

 ゆず・朝倉山椒の苗木補助、朝倉山椒街道づくり栽培展示ほ設置委託、高

原野菜（大根など）洗浄機の導入補助を行う。 

► 野菜産地総合整備対策事業 【新規】 45,549 千円 

 八鹿町宿南にあるピーマン自動選別包装施設整備の更新など（国庫補助） 

► フルーツの里管理運営事業  8,512 千円 

► 市単独土地改良事業  27,000 千円 

 国木・小山農業用排水路整備など 

 

（２）地域特性を活かした産業の創出・育成 

► 土づくり推進事業 【新規】 1,728 千円 

 市内で生産される良質な堆肥を活用した土づくりを推進する。 

► 公募型企業間等連携推進支援事業 （再掲）【新規】 20,000 千円 

► 養父市ブランド創出事業 （再掲）【新規】 500 千円 

► 企業等振興奨励事業 【拡充】 25,000 千円 

 養父市商工業振興条例に係る奨励措置 

► 商工業者融資事業  5,645 千円 

 利子補給事業、震災対策融資支援補助金、信用保証料補助事業など 

 

（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  18,500 千円 

► 市単独土地改良維持事業（農道等）  6,383 千円 

 

（４）計画的な土地等の利用促進 

► 農業振興地域整備促進事業 【拡充】 10,097 千円 

 養父市農業振興地域整備計画の平成 25 年度見直し完了を目指し、基礎調

査を実施する。 
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► 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  7,345 千円 

 

（２）コミュニティ活動の促進 

► 広報事業 【拡充】 9,270 千円 

 ホームページシステムを更新し、より内容の充実したホームページを作成

する。 

► 地域自治協議会運営事業  88,272 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 【拡充】 16,700 千円 

► まちなか賑わいづくり事業 （再掲） 23,000 千円 

 

（３）ボランティアと NPO の育成 

► 参画と協働の推進事業  2,015 千円 

 

（４）男女共同参画社会の促進 

► 男女共同参画事業 【拡充】 3,978 千円 

 「養父市男女共同参画プラン」を改定し、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 

 

► 市長選挙費 【新規】 19,727 千円 

► 市議会議員選挙費 【新規】 45,079 千円 

► 政策形成専門研修 【拡充】 2,291 千円 

 IT を活用した業務管理技術の向上を図る経営管理研修【新規】、緑の分

権改革講演会【新規】 

► 南但広域行政事務組合負担金 1,647,567 千円 

 南但ごみ処理施設の平成 25 年度供用開始を目指し、朝来市と共同で整備

を進める。 



 20 

７ 市政運営の執行体制 

 

（１）経営管理、総合計画の進行管理などを一括して掌握し、基本構想推進のスピ

ードアップを図っていく体制として、政策監理部を廃止し、企画政策課、税

務課を総務部に含め企画総務部に改編する。 

 

（２）市民と行政の協働に対する取り組みをより一層強化するため、市民生活部に

市民協働課を設置するとともに、各地域局・公民館を編入する。 

 

（３）安心して保険医療サービスが受けられる体制づくりの構築と、医師確保に向

けた組織強化を行うため、健康福祉部に保険医療課を設置する。 

 

（４）将来の市民に豊かな環境、自然が織りなす四季折々の景観美を継承し、交流

の資源、養父市の財産としてその魅力をより一層高めていくため、産業経済

部を産業環境部とし、環境推進課を設置する。 

 

（５）土地資源の利活用を計画的かつ一元的に管理するため、都市整備部をまち整

備部に改編し、新たに土地利用未来課を設置するとともに、生活環境部を廃

止し、上下水道管理課と上下水道施設課を上下水道課に統合して編入する。

また、都市計画課は、建築住宅課として市営住宅の維持管理等を行う。 

 

（６）幼小期から青尐年期までを一貫してサポートする体制を整備し、市民ニーズ

に対応した子育て支援体制と魅力的な教育環境づくりを進めていくため、教

育委員会にこども育成課を設置する。 

 


