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１ 基本方針 

 

１ 基本的な考え方 

 

 平成 26 年度は養父市制施行 10 周年、夢但馬 2014 の開催という節目の年を迎え

ることから、新しい発想を持って、未来の養父市をつくる様々なアイデアを出しな

がら、魅力あるまちづくりに向けた取組を進めていく必要がある。 

今、養父市の抱えている「少子化・高齢化と人口減少」、「低迷する地域経済の活

性化」という二つの大きな課題の解決に向け全精力を傾けていく必要があり、この

大きな課題を解決するためには行政と市民が一体となって取り組むことが重要で

ある。 

厳しい財政状況にあるが、市と市民が協働して、新たなまちづくりを進めていく

第一歩になる年度という意識と決意を持って、次の事項に留意しながら取り組む必

要がある。 

 

（１）重点プロジェクトとして位置付けている事務事業や取組については、最優先

で実施するものであるため、着実に進めることができるよう、積極的に事業の

拡充や関連する新規事業を創出すること。 

 

（２）市制施行１０周年記念事業については、市民の協働意識の高揚が図られるよ

う、その具体的な取組について創意工夫し、計画的に進めること。 

 

（３）市民との協働に係る事業について、積極的に既存事業のレベルアップや新規

事業を創出すること。 

 

（４）施策や事業を展開する際には、来年度の計画に限らず、後年度への負担も十

分考慮して、中長期的な視点を持ったうえで行うこと。特に、第２次養父市総

合計画に掲げた各施策の課題、施策指標、施策の方向性などを踏まえ、どのよ

うに事業の進捗を管理していくのかをあらかじめ念頭に置いて、施策や事業を

推進すること。 

 

（５）今後の財政運営に大きな影響を及ぼすと考えられる事業については、実施の

可否や方向性、優先度などを十分検討すること。 
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（６）行財政改革について、中長期的な視野に立って、これまで以上に厳しく、遅

滞なく進めること。 

 

（７）市政運営における貴重な財源確保と負担の公平性の観点から、市税等の収納

率の向上に注力することはもとより、歳入確保につながる取組を積極的に提案

すること。 

 

（８）限られた経営資源の選択と集中を図るため、次のとおり事務事業の見直しに

取り組み、見直し・廃止事業を明確にすること。 

ア これまでの事業ありき、前例踏襲主義といった固定観念から脱却し、ゼ

ロベースの視点に立ち、変化を恐れることなく事務事業を再構築すること。 

イ 事業の必要性を見極め、必要不可欠な事業を優先付けし、優先順位の低

いものは見直しや廃止をすること。 

ウ 事業の内容や実施方法を検証し、類似事業との統合を図ること。 

エ 民間委託や民営化が可能な事務事業は、費用対効果を見極め、民間活力

活用の視点から、民間委託・民営化を行うこと。 

 

限られた予算をより有効に、効果的に執行していくためには、市民の格段の理解

と協力のもと行財政改革を進め、思い切った事業の選択と集中を行い、引き続き健

全化に向け進む必要がある。 

また、毎年度予算に占める施設の維持・管理に関する経費の割合は高まっている。

職員数の削減を進めている中、職員の技術力維持と継承、良質なストックをどう効

率・効果的に維持管理するのか、将来につけを回さないための議論と、その議論を

一時的なものに終わらせない必要がある。 

 

このような基本的な考え方のもと、養父市が抱える人口問題の克服と、地域経済

の活性化を、市民との協働のもとに達成し、互いが思いやり、支え合い、助け合い、

笑顔と元気あふれる自立した養父市のまちづくりをこれからも力強く継続してい

く。そして、先人から引き継いだ、この美しい自然・文化・歴史の魅力に満ちた誇

りある養父市を将来にわたり守り、継承していくための４つの柱を定めた。 

 

１．地域とつながり、地域に学び、地域を愛する子どもの育成 

２．未来につながる人材の育成 

３．未来を見据えたまちづくり 

４．みんなで支え合う安らぎのまちづくり 
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 平成 26 年度は、市となって 10 周年を迎える。市民の一人一人が、「私から始ま

る未来のまちづくり」という気持ちを持って、養父市を愛し、守り、育て、次に続

く子や孫の世代に、このすばらしいまちを引き継ぐことが、今を生きる私たちに課

せられた大切な使命である。今を生きる市民の幸せ、次の世代を生きる市民が幸せ

に暮らせるように、私自らの強いリーダーシップのもと、全職員一丸となって、市

政運営に取り組む。 

 

２ 平成 26 年度の市政運営の方針 

 

 以上の基本認識を踏まえ、平成 26 年度の市政テーマは、 

 

「未来につながるまちづくり」 

 

とし、以下の柱に基づき施策を展開する。 

 

１．地域とつながり、地域に学び、地域を愛する子どもの育成 

 

２．未来につながる人材の育成 

 

３．未来を見据えたまちづくり 

 

４．みんなで支え合う安らぎのまちづくり 
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２ ４つの柱 

 

１ 地域とつながり、地域に学び、地域を愛する子どもの育成 

 

 日本全体が人口減少に向かっている時代である。過疎地域である養父市が、人口

増加に転じる可能性は非常に低い状況にある。 

未来を担っていく子どもたちと地域をつなぎ、さらには、未来につながる取組を

進めていく。 

 

○ 嚶鳴協議会事業 【拡充】 1,870 千円 

 昨年度より加入した嚶鳴協議会で開催している嚶鳴子どもフォーラムを養

父市で開催することで、池田草庵をはじめとした先人に学ぶ郷土教育の大切さ

を全国発信する。 

 

○ 教育研修所運営事業 【継続】 2,259 千円 

 全小中学校で取組を始めた生活アンケート（Ｑ-Ｕ調査等）の実施継続 

 

○ 幼児教育専門指導員設置事業 【継続】 2,160 千円 

    保・幼・小間の連携を密にし、スムーズな情報交換を進めることで、適切な

就学支援等を行う。 

 

 

２ 未来につながる人材の育成 

 

全ての根幹は人材である。まちづくりを担う人材の育成と若者の定住促進、基幹

産業である農業の振興など協働によるまちづくりを積極的に進めていく。 

 

○ 就農就労包括支援事業 【新規】 1,800 千円 

 新規就農希望者（専業農業）の就農へのハードルは高く、依然として就農率

が低迷している。田舎暮らしに魅力を感じ、兼業就農を目指す人に対し、支援

をする。 
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○ 若手職人育成事業 【新規】 1,350 千円 

    全国的に、職人と言われる技能を有する人材の減少が懸念されている。養父

市においても、その技能の継承が大きな課題となっている建設業界において、

技能を習得する意思を持つ若者を対象とした、補助金制度を養父市と雇用主が

連携し創設する。 

 

 ○ 要保護児童対策事業 【拡充】 453 千円 

    たたかない、怒鳴らない子育ての普及のためコモンセンスペアレンティング

研修を実施し、指導者の育成を行う。 

 

 

３ 未来を見据えたまちづくり 

 

厳しい財政状況の中で、未来を見据えた大型事業への投資や、身近な課題に対し

ての取組など、優先順位を見極め、誠実に着実に事務事業を遂行する。 

 

○ 定住促進対策事業 【新規】 20,860 千円 

    平成 25 年度末をもって失効する定住促進条例を見直し、新たに養父市やぶ

暮らし住宅支援条例の制定を行う。 

 

○ 道路橋りょう維持事業 【拡充】 124,431 千円 

    橋りょうの長寿命化、路面補修など計画的かつ低コストに維持管理を進めて

いく。 

 

○ 伝統的建造物景観調査事業 【拡充】 3,900 千円 

    大杉地区の重要伝統的建造物群の指定に向けて調査・研究事業を行う。 
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４ みんなで支え合う安らぎのまちづくり 

 

人口減少社会において、地域の活力を生み出すため、市民の皆さまが「お互い様」

という気持ちでつながることができる取組を進める。 

 

○ 健康づくり推進事業 【新規】 4,820 千円 

    養父市自然を活かした健康づくり推進条例の制定に併せ、推進に向けて健康

ポイント制度を創設し、普及と啓発を行う。 

 

○ コミュニティ拠点施設整備事業 【新規】 12,000 千円 

  大谷小学校区の自治協拠点施設の整備を行う。 

 

○ 高齢者生きがい活動支援事業 【拡充】 6,000 千円 

    シルバー人材センターが行っている大屋棚田再生交流事業、地産地消推進活

動支援事業に加え、有機農産物を活用した都市部との交流を行う農村活性化事

業へ補助を行う。 
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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 4億 4,700 万円の減 

平成 26 年度の一般会計当初予算は 182 億 2,000 万円で、平成 25 年度当初予算

の 179 億 5,000 万円と比較して、2億 7,000 万円増加した。 

基金積立て 6億 2,000 万円、一般会計の繰上償還（補償金を含む。）7億 4,000

万円の特殊要因を除いた比較では、平成 25 年度 173 億 700 万円に対して、平成

26 年度 168 億 6,000 万円となり、実質で 4億 4,700 万円の減（▲2.6％）となっ

ている。 

 

（２）特別会計は 2億 5,500 万円の増、企業会計は 1億 2,300 万円の減 

特別会計の当初予算は 103 億 4,500 万円で、平成 25 年度当初予算 100 億 9,000

万円と比較して 2億 5,500 万円の増加となっている。 

企業会計の当初予算は 3 億 1,500 万円で、平成 25 年度当初予算 4 億 3,800 万

円と比較して 1億 2,300 万円の減少となっている。 

なお、氷ノ山国際スキー場事業特別会計は平成 25 年 10 月 1 日から地方公営企

業法の非適用特別会計に移行した。 

 

 

 

 

 ＜平成 26 年度当初予算案＞    （単位：百万円、％） 

区 分 H26 当初ａ H25 当初ｂ 増減額ａ-ｂ 増減率（ａ－ｂ）/ｂ 

一般会計 18,220 17,950 270 1.5 

特別会計 10,345 10,090 255 2.5 

企業会計 315 438 ▲123 ▲28.1 

合 計 28,880 28,478 402 1.4 

一般会計 

（特殊要因除く。※） 
16,860 17,307 ▲447 ▲2.6 

※特殊要因／基金積立金及び公債費のうち繰上償還 
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２ 歳入の見込み 

 

（１）市税 

個人市民税については、東日本大震災復興基本法に基づき、防災のための財源

を確保するため臨時的な措置として、平成 26 年度から 10 年間均等割が 500 円加

算されるが、納税義務者の減少や禁煙指向の高まりによる市たばこ税の減額等か

ら、対前年度 2,400 万円の減額を見込む。 

 

 

（２）国からの各種譲与税・交付金等 

平成 26 年度税制改正により、自動車重量譲与税や自動車取得税交付金等が減

額すると見込まれるが、地方消費税交付金が 3,000 万円増額すると見込まれるた

め、譲与税・交付金等全体で対前年度 300 万円の増額を見込む。 

 

 

（３）地方交付税 

   普通交付税では、平成 25 年度の交付額を基礎に平成 26 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や事業費補正分の減

額などにより 1億円程度の減額が見込まれるが、基準財政収入額も法人所得割額

の年度精算などにより 6億円程度の大幅減額となる見込みから、普通交付税は平

成 25 年度当初予算より 7 億円増額の 94 億円を見込む。特別交付税については、

前年度と同額の 8億円を見込む。 

 

 

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

計画上限枠を堅持しつつ自己資金を確保する。「クリーンセンター跡地整備事業」

など、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

に努めつつ、優先度の高い事業を実施する。統合学校給食センター建設事業が平

成 25 年度で終了（一部平成 26 年度へ繰越）するため、対前年度で 5億 6,300 万

円の減額となる。 

 

 

(H25)  4 億 5,000 万円 → (H26)4 億 5,300 万円  300 万円（0.7 %） 

(H25) 95 億円 → (H26)102 億円  7 億円（7.4 %） 

(H25) 19 億 7,400 万円 → (H26)14 億 1,100 万円  ▲5億 6,300 万円（▲28.5 %） 

(H25) 23億7,000万円 → (H26)23億4,600万円  ▲2,400万円（▲1.0 %） 
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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 16 億 9,100 万円となる。返済は、繰上償還分 7 億 2,300 万円を含

め、全会計 47 億 700 万円。これにより平成 26 年度末残高見込みは、前年度に比

べ 30 億 1,600 万円減少する。 

 

 

 

＜市債残高＞       （単位：百万円） 

区 分 

H25 

残高見込 

Ａ 

H26 中の異動 H26 

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 

一般会計 25,471 1,314 3,398 23,387 ▲2,084 902 

特別会計 18,484 377 1,270 17,591 ▲893 677 

企業会計 887 0 39 848 ▲39 33 

合計 44,842 1,691 4,707 41,826 ▲3,016 1,612 

※１人当たりの残高は、平成 26 年 2 月 1 日現在の住基人口（25,941 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 
H25 末 

残高見込 

H26 中の異動 H26 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 4,281 310 0 4,591 177 

減債基金 818 138 0 956 37 

特定目的基金 4,179 172 224 4,127 159 

その他基金 589 0 91 498 19 

全基金 9,867 620 315 10,172 392 

※１人当たりの残高は、平成 26 年 2 月 1 日現在の住基人口（25,941 人）を用いて算定して

いる。 

 

 

発行額 (H25)24 億 8,200 万円→(H26)16 億 9,100 万円 ▲7 億 9,100 万円 (▲31.9%) 

償還額 (H25)44 億 4,900 万円→(H26)47 億 700 万円   2 億 5,800 万円 (5.8%) 
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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 25 年 4 月 1 日現在の職員数は消防広

域化による消防職員 45 人の減員などがあり、312 人であった。これまでの職員数

の削減については、厳しい行財政状況の中、組織機構の見直し、職員採用の抑制、

勧奨退職制度の活用などにより進めてきた。 

平成 26 年 4 月 1 日の職員数は、303 人（退職者 18 人、採用予定者 9人）とな

り、9人少ない人数となる見込みである。 

 

（５）給与費 

一般職給料のラスパイレス指数は、平成 25 年度が地方公務員給与実態調査基

幹統計年度であったため、未確定となっている。 

給与費は、執行予定選挙（平成 25 年度は、参議院議員、県知事、農業委員会

選挙が執行された）及び職員数の減などの要因により減少した。 

（H25）25 億 6,977 万円 → （H26）24 億 7,672 万円 ▲9,305 万円 （▲3.6％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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(H25) 13,535 百万円 

人口（住基 H26.2.1） 25,941 人 財政力指数(H25) 0.252 

世帯数（住基 H26.2.1） 9,700 戸 実質公債費比率(H26 見込) 14.1% 

ＮＰＯ法人数(H26.1 末) 10 法人 積立金現在高（H26 末見込） 10,172 百万円 

  うち財政調整基金 4,591 百万円 

  うち減債基金 956 百万円 

 市債現在高（H26 末見込） 41,826 百万円 
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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 

► 小中学校施設整備事業（吊天井対策他） 【新規】 58,100 千円 

 体育館の吊天井対策及び非構造部材の改修、小中学校の PC 更新 

► 子ども・子育て支援事業 【新規】 2,510 千円 

 子ども・子育て支援事業計画を策定 

► 幼児教育専門指導員設置事業 （再掲）【継続】 2,160 千円 

保幼小の連携と情報交換により適切な就学支援等を実施 

 

（２）０歳からの一貫した教育環境づくり 

► 小中やぶっ子夢プラン事業 【継続】 2,658 千円 

 小学 4 年生、中学 1 年生を対象とした氷ノ山登山の実施 

► 校庭の芝生化推進事業 【継続】 1,621 千円 

 平成 22 年度から実施し、全 9 小学校の芝生化が完了する 

► 教育研修所運営事業   （再掲）【継続】 2,259 千円 

 先人教育、生活アンケート（Ｑ-Ｕ調査等）の実施 

 

（３）生涯学習・次世代育成の環境づくり 

► 青少年育成事業 【拡充】 2,175 千円 

 嚶鳴協議会子どもフォーラム開催（1,750 千円） 

► 環境体験事業 【継続】 1,141 千円 

 地域の人を講師とし、里山･田畑･水辺･地域の自然の中で体験学習を実施 

► 女性活動支援事業 【継続】 125 千円 

 子育て支援協力隊、女性会の活動支援を実施 

 

（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 【拡充】 4,772 千円 

新たに子どもスポーツ安全保険補助金制度の実施 

► スポーツ大会開催事業 【拡充】 4,456 千円 

市制 10 周年記念事業として、バレーボールＶ２リーグ戦を開催 

► スポーツ振興事業 【拡充】 2,759 千円 

正しいラジオ体操普及推進事業、プロチームによるサッカー教室の実施 
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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 

► 木彫展示館広場整備事業 【新規】 10,000 千円 

 大型木彫モニュメント、広場及び駐車場の整備を実施 

► イベント関連補助事業 【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 

► やぶ市シティセールス推進事業 【継続】 16,000 千円 

 養父市の特産・観光地情報等の魅力を発信 

 

（２）自然環境の保護・保全 

► ひょうご森のまつり事業 【新規】 16,992 千円 

 豊かな森づくりと林業の振興を図るため、ひょうご森のまつりを開催 

► コウノトリ放鳥推進事業 【拡充】 3,616 千円 

 拠点の維持管理及び水田魚道、ビオトープの整備の実施 

► 天滝園地整備事業（観光施設等整備事業の内） 【継続】 30,000 千円 

 落石など安全対策工事及び安全な登坂整備を実施 

 

（３）地域景観づくり 

► 伝統的建造物景観調査事業 （再掲）【拡充】 3,900 千円 

 大杉地区の重要伝統的建造物群の指定に向けた調査研究の実施 

► 八木川河川公園整備事業 【継続】 40,000 千円 

 平成 25 年度に引き続き、八木川河川公園の整備を実施 

 

（４）文化・芸術の継承と育成 

► 渡辺うめ人形特別展事業 【新規】 1,300 千円 

 市制 10 周年記念事業として、養父市が誇る人形作家の特別展を開催 

► ダンスフェスティバル開催事業 【新規】 3,369 千円 

 ダンスフェスティバル及びダンス普及のための教室の開催 

► ビバホールチェロコンクール推進事業 【拡充】 9,500 千円 

 市制 10 周年記念事業として、11 回目となるコンクールを開催 
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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 

► 除雪対策事業 【拡充】 59,700 千円 

 迅速な除雪により、通勤・通学時の通行を確保 

► 緊急防災林整備事業 【拡充】 22,799 千円 

 杉・桧等人工林が大半を占める危険渓流流域における、防災機能強化 

► 防災・災害対策事業 【拡充】 17,574 千円 

 平成 18 年度に策定した養父市地域防災計画の改訂（7,050 千円） 

 

（２）誰もが生涯安心して暮らせる環境づくり 

► 健康づくり推進事業 （再掲）【新規】 4,820 千円 

 条例制定に伴って、ポイント制度を創設し、普及啓発を実施 

► 要保護児童対策事業 （再掲）【拡充】 453 千円 

 コモンセンスペアレンティング研修の開催により、指導者育成を実施 

►  やぶ医者プロジェクト事業 【拡充】 36,267 千円 

   市制 10 周年記念事業として、やぶ医者大賞を実施 

► 地域支え合い買い物支援事業 【継続】 4,500 千円 

 移動販売車による販売エリアは拡大傾向にあり、継続実施 

 

（３）子育てがしやすい環境づくり 

► 私立保育所運営事業 【拡充】 518,149 千円 

認定こども園の開設に係る支援を実施する（291,700 千円） 

► 母子保健事業 【継続】 27,445 千円 

 特定不妊治療助成、出産準備金、新生児聴力検査助成等継続して実施 

► 養父市高校生バス通学補助事業 【継続】 5,000 千円 

 将来の養父市を担う人材の育成、子育て支援と位置付け実施 

 

（４）定住のための居住環境づくり 

► 定住促進対策事業 （再掲）【拡充】 22,860 千円 

 新条例の制定に基づき、定住促進をさらに進める 

► 養父市住宅リフォーム支援事業 【継続】 10,000 千円 

 地域経済活性化対策として取組をはじめ、効果が高いため継続実施 

► 温暖化防止対策事業 【継続】 5,000 千円 

 市有施設の照明器具を LED 等高効率照明器具へ更新 
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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 

► 就農就労包括支援事業 （再掲）【新規】 1,800 千円 

 田舎暮らしに憧れ、兼業就農を目指す人への支援を実施 

► 農産物特産開発事業 【拡充】 6,079 千円 

 朝倉山椒Ａ-1 グランプリの開催など特産振興を実施 

► 人・農地問題解決事業 【継続】 4,800 千円 

人・農地プランの策定に向け、地域の将来像を見つめた検討を進める 

 

（２）地域特性を活かした産業の創出・育成 

► 労働対策事業 【拡充】 122,117 千円 

 緊急雇用就業機会創出基金事業の活用、事業所ガイドブックの作成 

► 養父市ブランド創出事業 【継続】 1,438 千円 

 22 品目の認定を行っているが、継続してブランド推奨品を認定していく 

► 畜産振興対策事業 【継続】 3,295 千円 

    優良和牛維持確保のための支援制度などを実施 

 

（３）地域産業を振興する情報・交通網の整備 

► 電子入札化事業 【新規】 4,432 千円 

 県の電子入札共同運営システムの活用を実施 

► 市単独道路整備事業 【継続】 54,900 千円 

 朝倉 11 号線を始め 7 路線の改良を実施 

► 市単独土地改良維持事業（農道等） 【継続】 13,500 千円 

 農業農村の環境整備を進め、農業生産の向上を進める 

 

（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 【継続】 22,450 千円 

 農地等の多面的機能を確保・維持し、持続可能な農村環境を保全する 

► 地籍調査事業 【継続】 105,000 千円 

 7 地区 13 調査区の継続調査を実施 

► 都市計画事務事業 【継続】 1,185 千円 

 都市計画審議会の開催、都市公園の維持管理等を実施 
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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 

► みふね会館施設改修事業 【新規】 4,000 千円 

    耐震補強を始めとした大規模改修に着手 

► 人権啓発事業 【継続】 7,875 千円 

 「人権教育及び啓発推進計画」の改定作業に着手 

 

（２）コミュニティ活動の促進 

► コミュニティ拠点施設整備事業 （再掲）【新規】 12,000 千円 

 大谷校区自治協議会の拠点施設整備を実施 

► 地域自治協議会運営事業 【拡充】 96,184 千円 

 条例に基づく支援を実施する。計画した 18 校区全てで設立される見込み 

► 地域づくり支援事業 【拡充】 14,330 千円 

 各種助成事業を活用し、地域づくりを進める 

 

（３）ボランティアと NPO の育成 

► 地域生活支援事業 【拡充】 24,212 千円 

コミュニケーション支援として、手話奉仕員養成講座を開設（1,380 千円） 

► 参画と協働の推進事業 【継続】 2,680 千円 

 市民同士及び市民と行政の協働のまちづくりを進める 

 

（４）男女共同参画社会の促進 

► 男女共同参画事業 【継続】 3,781 千円 

 「男女共同参画プラン」の改定作業に着手 

 

６ その他の主要事業 
 

► 臨時福祉給付金事業、子育て世帯臨時給付金事業 【新規】 100,585 千円 

 非課税者、児童手当受給者を対象とし、消費税率の引き上げによる影響に

考慮した暫定的・臨時的措置 

► 浅野幼児センター撤去事業 【新規】 14,000 千円 

 浅野幼児センターの閉鎖に伴い、老朽化した施設の撤去を実施 

► 市制 10 周年記念式典事業 【新規】 2,000 千円 

 市制 10 周年を迎えるに当たって、記念式典を実施 

► 職員研修事業 【拡充】 2,870 千円 

 大学院派遣、地域活性化研修など実施 


