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平成 31 年度予算編成にあたって 

「飛躍の“丹波市元年”2019」

平成 31 年度の市政運営を行うにあたり、施政方針に基づく予算の概要

をご説明申し上げます。 

さて、就任以来、掲げておりました起承転結の「転」の年、「丹波市元年 

2019」がやってまいりました。 

これまでの準備を結実させ、飛躍の年度となるよう取り組んでまいりま

す。 

一方、中長期的な視点を見据えた将来ビジョンをわかりやすく示し、し

なやかな組織体制をつくり、希望ある持続可能な「自治体経営」を目指し

ます。 

さらに、市議会、市民の方々との意思疎通を欠かさず、「聞く」「話す」「決める」この三拍子で市政を前に進め

るため、次の主要施策を推進してまいります。 

議員の皆様をはじめ、市民の皆様の格別のご理解とご協力をお願いいたします。 

１ シティプロモーションによる地方創生 

就任３年目となる平成 31 年度は、芽吹き始めた一つひとつの取組をシティプロモーションのうねりとして束ねあ

げ、市内外に向かって魅力発信を強化し、持続的発展につなげていきます。 

２ 安全・安心なまちづくり 

丹波市豪雨災害から学んだ教訓を継承するため、新たに『丹波市「心 つなぐ」防災の日』を制定し、家族や地

域での話し合いを通じ地域ぐるみで防災意識の向上や防災行動の実践を推進していきます。 

３ 医療・保健・福祉・介護の連携 

 県立丹波医療センター（仮称）、健康センターミルネ等の複合拠点が完成します。充実した医療の提供や医

療・保健・福祉・介護の各分野が連携した地域包括ケアシステムを推進していきます。 

４ 暮らしを支える都市基盤の構築 

人口減少社会にあっても市民の日常生活を支える都市基盤の構築に向けて、路線バスの新規路線の運行や

増便など基幹交通の強化と、公共施設の効率化を図るファシリティマネジメントに取り組みます。 

５ 産業振興の強化・充実 

 新たな事業展開を支援する「丹波市産業サポートセンター（仮称）」の設置や女性が活躍できる雇用環境の改

善を図ります。また、複眼構造の観光拠点化を検討し、観光によるまちづくりを推進していきます。 

６ 農業の持続的発展 

 農（みのり）の学校のオープンと市島有機センターのリニューアルに着手します。両者の推進力で丹波市の風

土に合った環境創造型農業の確立を目指します。 

７ 森林環境譲与税の活用と丹波の森づくり 

 平成 31 年度から創設される森林環境譲与税を活用し、丹波の森宣言にあるような美しい森を、次の 30 年に向

けて維持していくため、適切な森林管理に取り組みます。 

８ 人材育成と交流の輪づくり 

 市民が関心事や能力に応じて持てる力を発揮できるよう「丹波市市民プラザ（仮称）」を設置し、生きがいを持ち

元気に暮らせるまちづくりを目指します。 

９ 次代を担う子育て支援 

 少子化対策だけでなく、男女共同参画、地域経済・地域づくりの担い手の確保、子ども自身の生きる力の育成

など、家族の暮らし方に添って暮らしのあらゆる面で底上げできるよう推進していきます。 

10 市民総がかりの教育の充実 

 全市展開するコミュニティ・スクールは、子供がふるさとへの愛着と誇りを持ち成長できるよう、学校、保護者と地

域が一体となって子どもたちの支援を推進します。 

- 1 -



８

９

10

６

７

１

春 夏

丹波医療センター・健康センターミルネ・
看護専門学校　※建設中 農

みのり

の学校  ～有機農業者の育成 ～ 大河ドラマ  明智光秀ゆかりの地 「黒井城跡」
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ワクワク ・ どきどき 魅力発信 ！

空撮アーティスト　前田太陽氏

4月 5月 6月

　　　　キャンペーン 2019 プロモーション事業
　　　　（観光ＷＥＢサイト・フリーペーパー制作、農業ＩＣＴ＆うちゅう教室・復興スタディツアー・市民団体による支援事業のメディア等への情報発信）
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植野記念美術館 ４/13 ～５/19　生誕 100 年ピエ
ゾグラフによるいわさきちひろ展　

1～ 30
館蔵品展

7/20 ～ 8/25
三代目  磯尾柏里展　

9/7 ～ 10/20
李暁剛展

11/3 ～ 12/22　印象派からの旅路
ひろしま美術館コレクション展

2/22 ～４/12　
　　  　中国現代陶磁展

恐竜化石・ちーたんの館 ７/20 ～９/1　夏期特別展
 8/10 ～ 18　ナイトミュージアム

上旬  コスモス
12日・ 13 日 
丹波竹田祭
14日  織田まつり
27日 GOGOフェスタ

★丹波竜　　12/21 ～ 2/2　　　
フェスタ 冬期特別展

市内観光イベント ４月上旬
かたくり

５月上旬
九尺ふじ

７月上旬
ひまわり

中旬  案山子まつり
23日・24 日
愛宕祭

３日 今出はだかまつり
９日   黒井城まつり
11月中旬   もみじ巡り

★かいばら雛めぐり

市政懇談会・式典 4 月～ 5月
未来を語る市政懇談会

19日  文化芸術推進シンポジウム
26日  チャレンジフェス in たんば　　　　　　　　　 
27 日   産業交流市
　　　　　　10日 もみじの里ハーフマラソン大会
　　　　　　16日   森を未来につなぐフォーラム
　　　　　　　　　　　　　　　８日    丹の里
　　　　　　　　　　　　　　　人権のつどい　 

12 日
成人式

スポーツ・講演会・シンポジウム・
フォーラム・フェス・交流市

12 日  三ッ塚
マラソン大会
★丹波市音楽祭
（市歌合唱）

★男女共同
参画講演会

　　７/26 ～８/ ２ 全国高等学校
女子硬式野球選手権大会

★人権講演会

★丹波布
　　　　　　新人創作展
2/26 ～３/1
丹波アートコンペティション

姉妹都市、広域交流・連携の推進 ★ 丹波・福知山・朝来３市連携　
第１回連携会議

14日  文京区交流　　★竜学　
★ケント市・オーバン市　市長来丹
★宇陀市フェスタ交流

★第２回
３市連携会議

ＮＨＫ大河ドラマ「麒
きりん

麟がくる」 28 日「 黒井城跡」
　　　　　　  フォーラム

12/14 ～３/ ８「明智光秀と赤井（荻野）直正」展

新施設完成
　農の学校・県立丹波医療センター（仮称）・
　健康センターミルネ・看護専門学校・
　市民プラザ（仮称）など

1日
認定こども園 ミライ
ズそら・ミライズにじ 
開園
８日 
農
みのり

の学校 開校

★新病院・
ミルネ開設
記念式典

１日
新病院・ミルネ
オープン
★ 産業サポ
ートセンター
（仮称）開設

27 日～ 28 日
看護学校新
校舎内覧会・
オープンキ
ャンパス

１日
看護学校
新校舎
開校

20日 市民プラザ（仮称）開設記念行事

22日 市民プラザ（仮称）開設
市民活動支援センター
男女共同参画センター

記念事業
　市制施行 15周年・復興５周年

10 日 ＮＨＫ番組
上方演芸会

18 日
復興５周年イベント

２日
市制施行15周年記念式典
市民憲章発表

７日 ＮＨＫ番組
「新兵庫史を
歩く」

丹波市創生シティプロモーション
　（2017 年度～ 2019 年度）

28 日  ようこそ御茶の国丹波へ（黒井城跡）
28日   黒井まち歩き（古地図アプリ）

19日   集落の駅神楽・春の祭典
　　　　　　　　　　　　　　　　２日  プロ野球
　　　　　　　　　　　　　　　　ウエスタンリーグ

★ スプラッシュたんば
★ 氷上回廊水分れフィールド
ミュージアム（仮称）改修着工

12日～ 13 日 かいばらライトアップ
27日 丹波三宝スイーツフェスティバル　
★丹波学講座　　　★丹波猿楽・子ども能楽
★たんばルシェ　　　　

11月 ツールド・丹波

★味噌作り体験
（ゆめの樹）

22 日 丹波三宝ＰＲ講演会
★丹波学講座
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夏 秋 冬

大河ドラマ  明智光秀ゆかりの地 「黒井城跡」 “女子高校野球の聖地”
全国高等学校女子硬式野球選手権大会

たんばルシェ
～ 農家＆丹波フードとの出会い ～

市制施行15周年

10/1 ～ 3/31　ラッピングバス運行

11月～２月　丹波大納言小豆ぜんざいフェア

空撮アーティスト　前田太陽氏

２月中旬～３月上旬  
 節分草

1月 2月 3月10月 11月 12月7月 8月 9月

　　　　キャンペーン 2019 プロモーション事業
（観光ＷＥＢサイト・フリーペーパー制作、農業ＩＣＴ＆うちゅう教室・復興スタディツアー・市民団体による支援事業のメディア等への情報発信）

★  丹波おばあちゃんの里・
観光情報コーナー設置

植野記念美術館 ４/13 ～５/19　生誕 100 年ピエ
ゾグラフによるいわさきちひろ展

1～ 30
館蔵品展

7/20 ～ 8/25
三代目  磯尾柏里展　

9/7 ～ 10/20
李暁剛展

11/3 ～ 12/22　印象派からの旅路
ひろしま美術館コレクション展

　　　　2/22 ～４/12　
　　  　中国現代陶磁展

恐竜化石・ちーたんの館 ７/20 ～９/1　夏期特別展
 8/10 ～ 18　ナイトミュージアム

上旬  コスモス
12日・ 13 日 
丹波竹田祭
14日  織田まつり
27日  GOGOフェスタ

★丹波竜　　12/21 ～ 2/2　　　
フェスタ　　　　冬期特別展

市内観光イベント ４月上旬
かたくり

５月上旬
九尺ふじ

７月上旬
ひまわり

中旬  案山子まつり
23日・24 日
愛宕祭

３日 今出はだかまつり
９日   黒井城まつり
11月中旬   もみじ巡り

★かいばら雛めぐり

市政懇談会・式典 4 月～ 5月
未来を語る市政懇談会

19日  文化芸術推進シンポジウム
26日  チャレンジフェス in たんば　　　　　　　　　  
27 日   産業交流市
　　　　　　10日   もみじの里ハーフマラソン大会
　　　　　　16日   森を未来につなぐフォーラム
　　　　　　　　　　　　　　　８日    丹の里
　　　　　　　　　　　　　　　人権のつどい　   

12 日 　　
成人式

スポーツ・講演会・シンポジウム・
フォーラム・フェス・交流市

12 日 三ッ塚
マラソン大会
★丹波市音楽祭
（市歌合唱）

★男女共同
参画講演会

　　７/26 ～８/ ２   全国高等学校
　　女子硬式野球選手権大会
　　　　　　　★人権講演会

　　　　　　　★丹波布
　　　　　　新人創作展
2/26 ～３/1
丹波アートコンペティション

姉妹都市、広域交流・連携の推進 ★  丹波・福知山・朝来３市連携　
第１回連携会議

14日  文京区交流　　★竜学　
★ケント市・オーバン市　市長来丹
★宇陀市フェスタ交流

★第２回
３市連携会議

ＮＨＫ大河ドラマ「麒
きりん

麟がくる」 　　　　　　28日  「 黒井城跡」
　　　　　　  フォーラム 　

　　　　12/14 ～３/ ８「明智光秀と赤井（荻野）直正」展　　　　　　　

新施設完成
　農の学校・県立丹波医療センター（仮称）・
　健康センターミルネ・看護専門学校・
　市民プラザ（仮称）など

1日
認定こども園 ミライ
ズそら・ミライズにじ 
開園
８日
農
みのり

の学校 開校

★新病院・
ミルネ開設
記念式典

１日   
新病院・ミルネ 
オープン
★  産業サポ
ートセンター
（仮称）開設

27 日～ 28 日
看護学校新
校舎内覧会・
オープンキ
ャンパス

１日 
看護学校
新校舎
開校

20日  市民プラザ（仮称）開設記念行事

22日  市民プラザ（仮称） 開設
市民活動支援センター
男女共同参画センター

記念事業
市制施行 15周年・復興５周年

10 日 ＮＨＫ番組
上方演芸会

18 日  
復興５周年イベント

２日  
市制施行 15周年記念式典
市民憲章発表

７日 ＮＨＫ番組
「新兵庫史を
歩く」

丹波市創生シティプロモーション
（2017 年度～ 2019 年度）

28 日  ようこそ御茶の国丹波へ（黒井城跡）
28日   黒井まち歩き（古地図アプリ）

19日   集落の駅神楽・春の祭典
　　　　　　　　　　　　　　　　２日  プロ野球

ウエスタンリーグ

★  スプラッシュたんば
★  氷上回廊水分れフィールド
ミュージアム（仮称）改修着工

12日～ 13 日 かいばらライトアップ
27日 丹波三宝スイーツフェスティバル　
★丹波学講座　　　★丹波猿楽・子ども能楽
★たんばルシェ　　　　
　　　　　　　 11 月 ツールド・丹波

★味噌作り体験
（ゆめの樹）

22 日 丹波三宝ＰＲ講演会
★丹波学講座
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飛躍の「２０１９年度」が始まる! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■丹波市には、誇るべき伝統文化・食文化、優れた観光資源や地場産品など魅力ある地域資源をもちな

がら、統一感・ブランド力の確立、情報発信力の弱さから、その価値を十分に活かしきれていない課題

がありました。 

■本市が誇る特産物のブランド力、四季の移ろいを感じる観光資源・食文化・伝統文化など、これらの

魅力の認知度をさらに高めるため、2017年度からシティプロモーションの取組を始めました。 

この２年間、『地域資源の再発見・磨き』のため、新たなアイデアの募集や産官学の連携、市民参加

型の魅力発信事業などを展開するとともに、『本市への愛着・誇り』を醸成するため、丹波市の歌、市

民憲章の制定など、市民の一体感と丹（まごころ）の合併を推進してきました。 

■2019 年度は、市制 15周年、農（みのり）の学校や健康センターミルネ、市民プラザ（仮称）のオー

プンなど節目の年になり、関連する事業、プロジェクトを集大成し、「訪れたい、交流したい、買って

みたい、住んでみたい、丹波市」の持続的な発展に向け取り組んでいきます。 

 

 

「このまちと ともに～丹波市の歌～」初披露 

丹波サイクリング協会  

ツール・ド・丹波(2018) 

 

ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ推進協議会設立(2017) 

 

㈱うちゅう 丹波ロケット教室 

(2017/2018)) 

 

丹波青年会議所 スプラッシュ・丹波 

(2017/2018) 

廃校利活用フェア(2017) 

姉妹都市提携(2018) 

丹
波
う
ま
い
も
ん
研
究
会 

と
っ
と
り 

バ
ー
ガ
ー
フ
ェ
ス
タ

出
場(

２
０
１
８) 

市民憲章 タウンミーティング(2018) 

黒井城跡地域活性化委員会  

山頂イベント(2018) 

丹波市創生 

シティプロモーションの「集大成」 

特集１ 
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姉妹都市提携 調印式 

シティプロモーションによる持続的発展 

※記載の事業は、2017 年度以降、「シティプロモーション」を掲げ、丹波

市の魅力発信に取り組んだ事業を掲載。 

① 市への愛着と誇りの 

共有 
 

１）丹波市の歌の制定 

［このまちと ともに］ 

２）市民憲章の制定 

３）ふるさと住民登録制度 

② 交流・連携による 

地域活性 

 

１）自治体連携 

①にっぽん恐竜協議会 

むかわ町・御船町・ 
篠山市・神流町 

②３市連携 
（福知山市・朝来市） 

③薬草交流（宇陀市） 

④地域交流 ( ) 
２）国際姉妹都市提携 

米国ケント市・ 
オーバン市 

３）企業連携 

①大塚製薬 

②中外製薬 

③セブン・イレブン 

４）大学包括連携など 

①武庫川女子大学 

②福知山公立大学 
③関西大学 
④関西学院大学 ほか 

③地域資源の活用・磨き上げ 

 

１）丹波三宝など特産物振興 

・丹の里・味覚フェア 

～たんばルシェ～の開催 

・農の学校、有機農業の振興 

・生産拡大、商品開発の支援 

２）  

道の駅 丹波おばあちゃん 
の里ほか 

３）農泊推進事業 

柏原城下町地区、大路地区 

４）市民プラザ（仮称）整備 

市民活動支援センター 
男女共同参画センター 

５）氷上回廊水分れフィールド 

ミュージアム拠点整備 

６）廃校利活用 

芦田小、神楽小、遠阪小 

７）大河ドラマ「麒麟がくる」

８）全国高校女子硬式野球 

９）丹波市創生シティプロモー 

ション推進協議会の取組 

④ クリエイティブな気運醸成 

・外部人材の活用と交流 

１）  

①ドローン、農業 ICT 化 
②ロケット、理系教育 
（㈱うちゅう・SAgri㈱） 

③復興スタディツアー 

（NPO 法人シーズアジア） 
２）  

市民団体等の魅力発信事業 
（第１～３次募集） 

３）ソフトバンク・インターン 

シップ事業 

・廃校利活用フェア 

・シニア向けニューメディア 
マスター講座 

４）関西大学デザイン・ 

プロジェクト 

・黒井古地図まち歩きアプリ 
・大学生おすすめドライブマッ 
プづくり  

 

⑤ 情報発信力の強化 

１）キャンペーン 2019 プロモーション業務 

・観光＆プロモーション WEBサイト制作  ・フリーペーパー、ポスター制作  

・体験型講座  ・メディアへのパブリシティ活動 

 

丹波市創生シティプロモーションの取組体系 （2017 年度～2019 年度） 
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子育て支援 

安心して 

丹波市では、「出会いの場（婚活）～妊娠期～出産～育児～就学前教育･保育～18 歳までの教育」に至

るまで、幅広く子育て支援施策を展開しています。 

その中でも、「安心して産む（母子保健、医療等の充実）」「安心して働く（仕事と子育ての両立支援）」「安

心して育てる（不安・負担の解消）」を市が担う子育て支援の「３本柱」として取り組みます。 

２．「安心して産む（母子保健・医療等の充実）」 

・【新規】不育症治療費助成事業《健康課》 

・【新規】新生児聴覚検査費助成事業《健康課》 

・【新規】風しん予防接種助成《健康課》 

４．「安心して育てる（不安・負担の解消）」 

・【拡充】氷上子育て学習センターの市民プラザ（仮称）内への移転《子育て支援課》 

・【新規】母子健康手帳アプリでの子育て情報配信《健康課》 

・【新規】子育て支援施策パンフレット作成《子育て支援課》 

３．「安心して働く（仕事と子育ての両立支援）」 

・【拡充】施設型給付費（保育料軽減・無償化）《子育て支援課》 

・【拡充】アフタースクール開所時間の拡充《子育て支援課》 

・【新規】市民プラザ（仮称）内での一時預かり事業《子育て支援課》 

・【新規】仕事と家庭の両立支援事業《新産業創造課》 

・【拡充】仕事と子育てサポート企業就職面接会 

《新産業創造課・ハローワーク柏原・子育て支援課》 

・【新規】ハローワーキング就職相談会 

《新産業創造課・ハローワーク柏原・子育て支援課》 

・【新規】「子育てしながら働きやすい求人情報」の提供 

《新産業創造課・ハローワーク柏原》 

１．「出会いの場（婚活）」 

・（継続）婚活支援事業ほか 

５．「子育て環境の整備（担い手確保）」 

・（継続）女性有資格者福祉人材支援ほか 

６．「安心して学べる（教育の充実）」 

・（継続）特別支援教育支援員・介助員配置ほか 

特集２ 
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分　　野 新規 拡充 事　　業　　名 H31予算額 担当課

少子化対策民間活動支援事業 900 社会福祉課

婚活奨励費補助金 240 社会福祉課

婚活おせっかいマスター登録制度 538 社会福祉課

婚活支援事業業務委託 3,489 社会福祉課

特定不妊治療費助成事業 6,000 健康課

【新】 不育症治療費助成事業 200 健康課

母子健康手帳交付事業 168 健康課

妊産婦健康診査費助成事業 45,068 健康課

【新】 新生児聴覚検査費助成事業 2,350 健康課

産前産後関連事業（産前産後サポート事業、産後ケア事業） 1,018 健康課

家庭訪問事業 1,424 健康課

乳幼児健康診査・相談事業、離乳食教室 8,393 健康課

発達支援事業（心理発達事業、園巡回事業、５歳児相談、医療相談、健診後フォロー教室） 3,880 健康課

健康教育事業（食育、睡眠、歯科保健、喫煙防止、性教育等） 539 健康課

定期予防接種 117,912 健康課

予防接種実施判定システム 5,764 健康課

インフルエンザ予防接種助成 11,010 健康課

【新】 風しん予防接種助成 12,319 健康課

未熟児養育医療給付 6,000 国保･医療課

母子家庭等医療費給付 22,400 国保･医療課

乳幼児等医療費助成 157,500 国保･医療課

こども医療費助成 85,525 国保･医療課

【拡】 施設型給付費（保育料軽減・無償化） 1,846,909 子育て支援課

一時預かり 40,276 子育て支援課

【新】 市民プラザ（仮称）内での一時預かり事業 6,300 子育て支援課

延長保育 23,664 子育て支援課

病児病後児保育 56,823 子育て支援課

こども園課題解決型補助金 269,215 子育て支援課

こども園通園バス購入補助金 1,250 子育て支援課

特別支援保育事業補助金 109,140 子育て支援課

実費徴収補足給付 20 子育て支援課

多子世帯保育料軽減事業補助金 10,878 子育て支援課

ファミリー･サポートセンター 4,098 子育て支援課

【拡】 アフタースクール 396,089 子育て支援課

【新】 仕事と家庭の両立支援事業 1,000 新産業創造課

女性活躍推進助成金 500 新産業創造課

女性活躍推進設備投資支援事業 6,000 新産業創造課

【拡】 仕事と子育てサポート企業就職面接会【兵庫労働局との協定による連携事業】 —
新産業創造課
ハローワーク柏原

子育て支援課

【新】 ハローワーキング就職相談会【兵庫労働局との協定による連携事業】 —
新産業創造課
ハローワーク柏原

子育て支援課

【新】 「子育てしながら働きやすい求人情報」の提供【兵庫労働局との協定による連携事業】 — 新産業創造課
ハローワーク柏原

【拡】 子育て学習センター（氷上子育て学習センターの市民プラザ（仮称）内への移転費用含む） 8,625 子育て支援課

みんなで子育て･親育ち活動補助金 1,650 子育て支援課

児童館 2,451 子育て支援課

子育てポータルサイト運営 1,445 子育て支援課

【新】 母子健康手帳アプリでの子育て情報配信 — 健康課

【新】 子育て支援施策パンフレット作成 300 子育て支援課

子育てピアサポーター制度 720 子育て支援課

ショートステイ 224 子育て支援課

家庭児童相談 1,672 子育て支援課

児童手当 1,001,810 社会福祉課

児童扶養手当 317,844 社会福祉課

保育教諭等処遇改善補助金 38,093 子育て支援課

保育補助者雇上強化事業補助金 28,795 子育て支援課

保育士等キャリアアップ研修 1,260 学校教育課

子育て支援員研修 880 子育て支援課

奨学金返還支援補助金 1,700 社会福祉課

女性有資格者福祉人材バンク 700 社会福祉課

福祉人材確保家賃補助金 900 社会福祉課

レインボー教室 50 学校教育課

要保護･準要保護児童生徒就学援助 47,754 学事課

特別支援教育就学奨励事業 8,538 学事課

遠距離通学補助金 2,092 学事課

連携型中高一貫教育高校バス通学費補助金 789 学事課

路線バス通学定期券購入補助金 4,000 都市創造課

特別支援教育支援員・介助員配置 86,372 学校教育課

英検チャレンジ事業 1,911 学校教育課

ふるさと食育推進事業 336 健康課

合　　　計 9事業 4事業 ６７事業 4,825,710

（千円）
平成31年度　丹波市子育て支援施策 一覧表

5．【子育て環境の整備】

　　　（担い手確保）

６．【安心して学べる】

　　　（教育の充実）

１．【出会いの場】
　　　（婚活）

２．【安心して産む】

　（母子保健・医療等の充実）

４．【安心して育てる】

　　（不安・負担の解消）

３．【安心して働く】

　（仕事と子育ての両立支援）
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1/10,000 に置き換えて、丹波市の予算を 

家計簿に例えてみました 

「自主財源」と「依存財源」ってなに？ 

 
自主財源とは、市が自主的に収入しうることのできる財源です。 

市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、繰入金、財産収入などで

す。 

 

 依存財源とは、国や県の意思により定められた額を交付されたりする

収入です。地方交付税、地方譲与税、国県支出金、市債などです。 

 

自 

主 

財 

源 

 

34 

％ 

 

依

存

財

源 

 

66

％ 

市税 78 億 2,172 万円 

みなさんに納めていただく市税です。 

地方交付税 114 億 4,600 万円

国が地方公共団体に対して交付する税です。 

全国どこの自治体も、独立性をもって標準的な行

政サービスを提供できるように国が財源保障する

ことを目的にしたお金です。 

譲与税・交付金 18 億 9,847 万３千円 

国・県が一定の基準によって地方公共団体に分配

するお金です。 

国県支出金 59 億 599 万２千円 

市が行う事業に対して国や県から交付される、使

い道が決められているお金です。 

市債 39 億 910 万円 

長期的な借金です。 

使用料等 21 億 4,125 万１千円

分担金及び負担金、使用料及び手数料、諸収入な

どです。 

基金の繰入金 19 億 7,746 万４千円 

主に、市の貯金の取り崩しです。 

 

お給料 

       78 万円

 

 

預金からの 

取り崩し   20 万円

親世帯から 

の援助   193 万円

 

 

銀行からの 

借金     39 万円

 

 

その 他の収入 

       21 万円

 

 

合計 

        351 万円

 
・お給料は、全体の約 22％で

す。 

※税のうち、自主財源のみをお

給料に分類しています。 

 

・預金からの取り崩しは、全体

の約６％です。 

預金も将来のことを考えて、計

画的に取り崩さなければなりま

せん。 

 

・親世帯からの援助は、全体の

約 55％です。援助に頼っている

ことがはっきりしています。 

 今後、親世帯からの援助は減

額されることが見込まれていま

す。 

 

・銀行からの借金は、全体の約

11％です。 

 

 

 

 

 

 

わが家の収入 

市税
22.3%

地⽅交付税
32.6%

国庫⽀出
⾦及び県
⽀出⾦
16.8%

市債
11.2%

繰⼊⾦
5.6%

譲与税・
交付⾦
5.4%

使⽤料等
6.1%

一般会計 

３５１億円 
（前年度対比 △9.5％） 

（増減額   △37億円） 

歳 

入 
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行政経費 178 億 9,655 万７千円

扶助費 

 福祉や医療等にかかる費用です。 

物件費 

 消耗品費、委託料、臨時職員の賃金などです。 

補助費等 

 負担金、補助金、繰出金などです。 

その他 

 維持修繕費・積立金・その他の費用です。 

性質別 目的別 
「目的別」と「性質別」ってなに？

 
「目的別」は、予算を何のために使

うのか、で分けています。例えば、教

育に使うのか？ 福祉に使うのか？と

いう感じです。 

「性質別」とは、予算をどんなもの

に使うのか、で分けています。例えば、

人件費・投資的経費という分け方です。

一般会計 

３５１億円 
（前年度対比 △9.5％） 

（増減額   △37億円） 

歳 

出 

人件費 49 億 2,358 万８千円

職員の給与などにかかる費用です。 

投資的経費 44 億 8,751 万６千円

市道などの整備や、小中学校など市の施設の改

築・立替え、施設の整備に係る費用などです。 

繰出金 30 億 7,503 万４千円

特別会計予算などへの繰り出しです。 

公債費 47 億 1,730 万５千円

過去に借りた借金（市債）の返済にかかる費用で

す。 

 

食費 

       49 万円 

 

医療費 

       52 万円 

 

光熱水費・通信費等 

       54 万円 

 

自治会等への負担金 

       54 万円 

 

修繕費・貯金・その他

       19 万円 

 

家の増改築 

       45 万円 

 

子ども世帯への仕送り

       31 万円 

 

ローンの返済 

       47 万円 

 

合計 

       351 万円 

 
 

・どうしても支払わなければな

らない食費・医療費・ローンの

返済が全体の約 42％を占めて

います。 

 将来のローンの返済を減らす

ため、繰上償還をして、今後の

支払う利子を減らすなどの努力

をしています。 

 

 

・自治会等への負担（補助費

等）が全体の約 15％になって

います。 

 

 

 

 

 

・家の増改築に係る費用は 

全体の約 13％になっていま

す。 

 
    
・子ども世帯も苦しいので、仕

送りをしています。仕送りは、

全体の約９％になっています。

 

 

・今後、収入が減っていくこと

が予想されるので、これまで

以上に収入を増やす努力と、

支出を減らす努力が、必要と

なります。 

わが家の支出 

⺠⽣費
29.3％

衛⽣費
9.6％

公債費
13.4％

総務費
13.2％

教育費
9.8％

⼟⽊費
10.1％

農林⽔
産業費
7.0 %

消防費
3.3％

その他
4.3％

⼈件費
14.0%

⾏政経費
51.0 %

投資的
経費

12.8%

公債費
13.4%

繰出⾦
8.8%
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　平成31年度予算編成　施策体系表　《主要施策に基づき実施する主な事業》

主要施策１　シティプロモーションによる地⽅創⽣
1 継続 シティプロモーション推進事業 シティプロモーション推進室 別冊P 1
2 継続 「このまちと ともに〜丹波市の歌〜」の普及 総合政策課 別冊P 4
3 新規 市制施⾏15周年記念事業　 総務課 別冊P 5
4 継続 ふるさと住⺠登録制度 総合政策課 別冊P 6
5 拡充 ふるさと寄附⾦事業 総合政策課 別冊P 7
9 新規 〜”市⺠のまちづくりの合⾔葉”〜　市⺠憲章の制定 総合政策課 別冊P 8
10 新規 ⽔分れ資料館のリニューアル ⽂化財課 別冊P 9
11 継続 たんば“移充”テラス運営事業 住まいづくり課 別冊P 10

主要施策２　安全・安⼼なまちづくり
12 継続 防災⾏政無線デジタル化等の整備 くらしの安全課 別冊P 11
13 継続 災害対策事業 くらしの安全課 別冊P 13
14 継続 河川改良事業 河川整備課 別冊P 14
15 継続 河川維持事業 河川整備課 別冊P 15
16 継続 復興５年イベント「強くてやさしい安⼼社会」シンポジウム 復興推進室 別冊P 16
17 継続 地域防災⼒の強化 くらしの安全課 別冊P 17
18 継続 ⾮常備消防施設整備事業 くらしの安全課 別冊P 18
19 新規 ⾼規格救急⾃動⾞の更新 消防課 別冊P 19
20 新規 Net119緊急通報システムの導⼊ 消防課 別冊P 20
21 新規 多⾔語電話通訳システムの導⼊ 消防課 別冊P 21
22 継続 危険ブロック塀撤去⽀援事業 住まいづくり課 別冊P 22

継続 新・省エネルギー普及事業 市⺠環境課 別冊P 23

主要施策３　医療・保健・福祉・介護の連携
23 継続 健康センターミルネ整備事業 地域医療課 別冊P 24
24 新規 ミルネ診療所、ミルネ訪問看護ステーションの開設 地域医療課 別冊P 25
25 継続 看護専⾨学校運営事業 看護専⾨学校 別冊P 26
26 継続 地域包括⽀援センター運営事業 介護保険課 別冊P 27
27 継続 定期巡回サービス事業者参⼊促進事業 介護保険課 別冊P 29
28 継続 こども発達⽀援センター運営事業 障がい福祉課 別冊P 30
29 継続 意思疎通⽀援者育成⽀援 障がい福祉課 別冊P 32
30 継続 障がい者⼯賃向上⽀援事業補助⾦ 障がい福祉課 別冊P 34
31 新規 体験型栄養教育システムの活⽤（⾷事バランス鑑定団　〜あの鐘を鳴らすのはあなた〜） 健康課 別冊P 35
32 新規 認知症予防事業（動

どう

楽
らく

教室
きょうしつ

　〜動いて　楽しく　元気アップ〜） 健康課 別冊P 36
33 継続 福祉⼈材確保事業 社会福祉課 別冊P 37
34 新規 丹波市地域福祉計画の策定 社会福祉課 別冊P 39
35 新規 医療介護情報連携システムの機能強化 健康課 別冊P 41
36 継続 ⼦ども・若者の育成⽀援 くらしの安全課 別冊P 42

主要施策４　暮らしを⽀える都市基盤の構築
37 継続 新しい都市構造の検討 都市創造課 別冊P 43
38 拡充 公共交通の充実 都市創造課 別冊P 45
39 継続 公共施設等総合管理事業 ⾏政経営課 別冊P 47
40 継続 廃校施設活⽤事業 ⾏政経営課 別冊P 48
41 新規 排⽔機場⻑寿命化計画による整備等 河川整備課 別冊P 49
42 継続 市営住宅の⻑寿命化 公営住宅・開発指導課 別冊P 50
43 継続 国庫交付⾦等道路整備事業 道路整備課 別冊P 51
44 継続 辺地対策道路整備事業 道路整備課 別冊P 52
45 継続 市単独道路整備事業 道路整備課 別冊P 53
46 拡充 法定外公共⽤財産管理事業 道路整備課 別冊P 54
47 継続 ⾃治会等空き家利活⽤⽀援事業 住まいづくり課 別冊P 55
48 継続 定住促進住宅の整備・維持管理 住まいづくり課 別冊P 56
49 新規 組織再編等施設整備事業　 総務課 別冊P 57

主要施策５　産業振興の強化・充実
53 新規 丹波市産業振興⽀援　丹波市産業サポートセンター（仮称）事業 新産業創造課 別冊P 58
54 新規 プレミアム商品券発⾏事業 新産業創造課 別冊P 60
54 拡充 雇⽤対策補助事業 新産業創造課 別冊P 61
55 継続 雇⽤奨励補助⾦交付事業 新産業創造課 別冊P 62
56 継続 企業誘致促進事業 新産業創造課 別冊P 63
57 継続 ⼥性の職業⽣活における活躍の推進 新産業創造課 別冊P 64
59 新規 丹波市版DMO設⽴準備事業 恐⻯・観光振興課 別冊P 66
6 新規 ⼤河ドラマを活かした観光推進事業（誘客） 恐⻯・観光振興課 別冊P 67
7 新規 ⼤河ドラマ｢麒麟がくる｣放映に伴うフォーラム及び特別展の開催 ⽂化財課 別冊P 68
60 新規 ⼤河ドラマを活かした観光推進事業（道の駅丹波おばあちゃんの⾥　情報コーナーの活⽤） 恐⻯・観光振興課 別冊P 69
8 新規 ⿊井城跡補修⼯事の実施 ⽂化財課 別冊P 70
61 継続 丹波⻯化⽯⼯房特別展「夏期特別展・冬期特別展」 恐⻯・観光振興課 別冊P 71
62 継続 指定管理者導⼊施設管理事業 恐⻯・観光振興課 別冊P 72
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　平成31年度予算編成　施策体系表　《主要施策に基づき実施する主な事業》

主要施策６　農業の持続的発展

63 新規 農（みのり）の学校の開設 農業振興課 別冊P 73
64 拡充 市島有機センターの施設拡充 農業振興課 別冊P 74
65 拡充 環境創造型農業の推進 農業振興課 別冊P 75
66 拡充 ⼩⾖、⼭の芋の推進　 農業振興課 別冊P 76
67 新規 指定特産物の⽣産⽀援 農業振興課 別冊P 77
68 継続 丹波市産の農畜産物等の輸出推進 農業振興課 別冊P 78
69 新規 ⼥性農業者の組織化　　〜農（みのり）⼥⼦リンクプロジェクト〜 農業振興課 別冊P 79

主要施策７　森林環境譲与税の活⽤と丹波の森づくり
72 新規 森林環境譲与税活⽤事業 農林整備課 別冊P 80
73 継続 県⺠緑税活⽤事業 農林整備課 別冊P 82
74 新規 丹波の森構想30周年記念事業（⾥⼭整備） 農林整備課 別冊P 83
75 継続 林業補助⾦交付事業 農林整備課 別冊P 84

主要施策８　⼈材育成と交流の輪づくり
77 新規 市⺠プラザ開設 市⺠活動課 別冊P 86
78 新規 丹波市男⼥共同参画センター（仮称）開設記念講演会 ⼈権啓発センター 別冊P 88
79 継続 知識循環型⽣涯学習の推進 市⺠活動課 別冊P 89
80 拡充 丹波市⽂化芸術推進基本計画の策定 ⽂化スポーツ課 別冊P 90
81 新規 丹波アートコンペティション ⽂化スポーツ課 別冊P 92
82 継続 ⽂化ホール⾃主事業の充実 ⽂化スポーツ課 別冊P 94
83 拡充 ３市（丹波市・福知⼭市・朝来市）連携事業 総合政策課 別冊P 96
84 新規 東京都⽂京区との相互協⼒ 総合政策課 別冊P 97
85 拡充 姉妹都市訪問団ケント市・オーバン市の来丹 総合政策課 別冊P 98

主要施策９　次代を担う⼦育て⽀援
88 新規 質の⾼い就学前教育・保育の実施　〜幼保無償化・⼦育て世帯の負担軽減〜 ⼦育て⽀援課 別冊P 99
89 継続 保育⼈材確保事業 ⼦育て⽀援課 別冊P 100
90 新規 第２期丹波市⼦ども・⼦育て⽀援事業計画の策定 ⼦育て⽀援課 別冊P 101
91 新規 不育症治療費の助成 健康課 別冊P 102
92 新規 新⽣児聴覚検査費の助成 健康課 別冊P 103
93 新規 ⺟⼦健康⼿帳アプリでの⼦育て情報配信 健康課 別冊P 104
94 新規 アフタースクール整備事業 ⼦育て⽀援課 別冊P 105
87 継続 婚活⽀援事業の推進 社会福祉課 別冊P 108

主要施策10　市⺠総がかりの教育の充実

95 継続 丹波市教育振興基本計画の策定 教育総務課 別冊P 110
96 拡充 コミュニティ・スクール（学校運営協議会）の推進 学校教育課 別冊P 111
97 継続 交流学習「⻯学」の実施 学校教育課 別冊P 112
98 新規 社会科副読本「わたしたちの丹波市」の更新 学校教育課 別冊P 113
99 継続 英語検定受験推進事業 学校教育課 別冊P 114
100 継続 いじめ問題専⾨委員会の設置 学校教育課 別冊P 115
101 新規 学校施設⻑寿命化計画策定事業 学事課 別冊P 116
102 新規 市島学校給⾷センター解体及び⻘垣学校給⾷センター厨房機器更新 学事課 別冊P 117
103 新規 丹波市学校適正配置等検討委員会（仮称）の設置 教育総務課 別冊P 119
104 継続 丹波市⼭南地域市⽴中学校統合準備委員会の設置 教育総務課 別冊P 120
105 新規 丹波市市島地域市⽴⼩学校統合準備委員会（仮称）の設置 教育総務課 別冊P 121
106 継続 美術館の個性を活かした展覧会の開催 植野記念美術館 別冊P 122

その他
86 新規 丹波市の未来を語る市政懇談会 総合政策課 別冊P 124
108 継続 丹波市総合計画（後期基本計画）策定 総合政策課 別冊P 125
109 継続 第３次⾏政改⾰プランの推進 ⾏政経営課 別冊P 126

【事業内容の⾒⽅】
① 新規：平成31年度で新たに取り組む事業

拡充：前年度と⽐較して予算や内容が拡充した事業
継続：前年度から引き続き主要施策として取り組む事業

② 01 ：予算書 款名称
2345：予算書 事業番号

  
① 新規  ○○○○○○○事業 

② 012345  □□□□□□事業  

 
  ⽬ 的                                            
  内 容                                            

予算額                                           

対象事業数：103事業 （新規：41事業、拡充：11事業、継続：51事業）
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平成31年度 平成30年度 増　減 増減率

35,100,000 38,800,000 △ 3,700,000 △ 9.5

①　国民健康保険特別会計事業勘定 6,940,000 7,177,000 △ 237,000 △ 3.3

②　国民健康保険特別会計直診勘定 229,800 220,200 9,600 4.4

③　介護保険特別会計保険事業勘定 7,264,000 6,935,000 329,000 4.7

④　介護保険特別会計サービス事業勘定 200 22,300 △ 22,100 △ 99.1

⑤　後期高齢者医療特別会計 965,000 906,000 59,000 6.5

⑥　訪問看護ステーション特別会計 40,800 18,800 22,000 117.0

⑦　地方卸売市場特別会計 2,600 2,600 0 0.0

⑧　駐車場特別会計 21,100 11,300 9,800 86.7

⑨　看護専門学校特別会計 246,500 1,414,000 △ 1,167,500 △ 82.6

⑩　農業共済特別会計（収益的収支） 217,000 204,300 12,700 6.2

　特別会計合計（①～⑩） 15,927,000 16,911,500 △ 984,500 △ 5.8

水道事業会計（収益的収支） 2,142,000 2,209,000 △ 67,000 △ 3.0

水道事業会計（資本的収支） 1,687,000 1,287,000 400,000 31.1

下水道事業会計（収益的収支） 3,262,000 3,520,500 △ 258,500 △ 7.3

下水道事業会計（資本的収支） 2,968,000 2,709,000 259,000 9.6

　公営企業会計合計 10,059,000 9,725,500 333,500 3.4

61,086,000 65,437,000 △ 4,351,000 △ 6.6全 会 計 の 合 計

注)水道事業会計・下水道事業会計（収益的・資本的収支）の予算額は、収入と支出を比較し、多い方で表示しています。

全会計予算の概要610億8,600万円

（単位：千円、％）

会 計 区 分

一般会計

388

351

169

159

97

101

0 100 200 300 400 500 600 700

H30

H31
一般会計 公営企業会計特別会計

（億円）
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