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日本経済は、消費税引き上げの影響による振れを伴いつつも、経済対策等により、景気は回復基

調にあるとされています。 

そのような中、「景気は、このところ一部に弱さもみられるが、緩やかな回復基調が続いている」

とし、その先行きについては、当面、一部に弱さが残るものの、雇用・所得環境の改善が続くなか

で、各種政策の効果もあって、緩やかに回復していくことが期待されています。 

 

 

平成25年度の丹波市普通会計決算は、実質収支が15億7,583万７千円の黒字となり、収支面で引き続

き健全な決算が維持できました。 

財政状況を示す指標では、経常経費に充てられた経常一般財源の割合を示す経常収支比率は81.2％

となり、前年度83.1％から1.9ポイント改善し、実質公債費比率（３か年平均）については9.9％とな

り、前年度の11.2％から1.3ポイント改善しています。 

以上の状況から、収支面では健全性を維持することができたと言えますが、経常収支比率及び実質

公債費比率などの指標の動向には注意が必要で、合併特例債等の発行額の増加が今後も見込まれる中、

特別会計や公営企業会計を含めた起債発行額の抑制や繰上償還など財政健全化に向けた更なる取り組

みが必要です。 

 

 

平成27年度は「第２次丹波市総合計画」の初年度にあたり、今後10年間を見据えた行政運営の第

一歩を踏み出す重要な年度となります。第２次総合計画では、将来像に『人と人、人と自然の創造

的交流都市』を掲げ、次のまちづくりの３つの視点と前期基本計画に示すまちづくりの目標、各分

野の施策目標の実現に向けて施策展開していく方針を掲げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成27年度予算は、豪雨災害からの復旧・復興を加速させるため、「被災地の復旧・復興事業」を

最優先事業として位置付けた予算編成を行うとともに、市勢の維持、発展のために必要な事業につ

いても着実に実施する。 

（１）投資的経費の予算要求（災害からの復旧・復興に係る経費を優先的に要求） 

（２）一般財源ゼロシーリング基準による予算要求 

（３）事業のスクラップ・アンド・ビルドの徹底 

１ 国と地方財政を取り巻く環境 

２ 丹波市の財政状況 

４ 予算編成の基本方針

３ 第２次丹波市総合計画 

将  来  像  「人と人、人と自然の創造的交流都市」 

サブタイトル  ～みんなでつなぐ丹（まごころ）の里～ 

◆ まちづくりの３つの視点 

人と人「育て合い支え合える人の輪づくり」 
人と自然「人・自然・産業・暮らしが循環する“源流のまち”づくり」 
交 流「来訪者を“丹（まごころ）”で迎える交流・定住の魅力づくり」 

◆ 前期基本計画に基づく６つのまちづくりの目標 

① みんなで支え、育む生涯健康のまち 

② 誰もが住みたい定住のまち 

③ あいさつでつなぐ安心して暮らせるまち 

④ 美しい自然と環境を大切にする源流のまち 

⑤ ふるさとに愛着と誇りをもった人づくりのまち 

⑥ 丹波力を活かした創意ある元気なまち 
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豪雨災害からの 

 

災害で被災した道路や河川の早期復旧を目指します。

事業名 災害復旧と被災原因の解消

事業名 道路と河川の災害復旧 

事業費：     4,000 万円

詳細：Ｐ21 

事業名 河川の整備（河川改良事業）
事業費：  うち 5,100 万円 

詳細：Ｐ20 

事業費：3 億 4,834 万 9 千円 

詳細：Ｐ21 

被災した方々への生活支援・生活復興のための融資の利子補給等、

生活再建の支援を行います。 
事業名 住まいの相談事業の開催

事業名 被災者生活再建支援金交付事業

事業名 被災者生活復興融資利子補給事業

事業名 住宅災害復興融資利子補給事業

事業名 地元産材利用促進事業補助

事業費：      10 万円

詳細：Ｐ23 

事業費：     1,330 万円

詳細：Ｐ24 

事業費：    15 万 1 千円

詳細：Ｐ24 

事業費：    100 万 8 千円

詳細：Ｐ24 

事業費：   うち 630 万円 

詳細：Ｐ34 

事業名 空き家等対策事業（被災住宅解体撤去支援事業補助金）
事業費：  うち 7,200 万円

詳細：Ｐ22 

事業名 水道事業会計繰出金（災害復旧・人件費分）
事業費：うち 4,831 万 6 千円 

 

事業名 被災地域農業再生対策事業
事業費：  1 億 149 万 4 千円

詳細：Ｐ32 

事業名 人・農地プラン策定支援事業
事業費：      150 万円

詳細：Ｐ32 

災害で被災した農地・農業施設の早期復旧を目指します。 

また、被災地域における農業の担い手等への補助、農地や地域農業

を守って行くための具体的な計画「未来の設計図（=人・農地プラン）」

により農業経営に取り組む方へ支援をします 

事業名 集落営農・担い手農業者育成支援事業（集落営農等支援事業補助金）
事業費：   うち 680 万円

詳細：Ｐ31 
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豪雨災害からの創造的復興を！                         

災害で被災したコミュニティを復興し、活気あるまちづくりを行い

ます。 
事業名 支援活動振り返り交流事業

事業名 復興１周年シンポジウムの開催

事業名 復興まちづくり助成事業

事業名 被災者体験記録集の発行
事業費：        94 万 5 千円

詳細：Ｐ23 

事業費：            70 万円

詳細：Ｐ23 

事業費：       109 万 5 千円

詳細：Ｐ23 

事業費：           300 万円

詳細：Ｐ24 

事業名 地域資源を活用した新たな産業創造について
事業費：    754 万 6 千円

詳細：Ｐ25 

災害で被災した森林を復旧・復興し、災害に強い森林に整備します。

森林を活用した新エネルギー産業の普及を行います。 
事業名 森林活用計画調査 

事業費： うち 367 万 5 千円 

詳細：Ｐ33 

事業名 造林事業補助 
事業費：   うち 1,029 万円

詳細：Ｐ33 

事業名 災害復旧に係る事業（治山事業・簡易土留工設置の補助）

事業名 新エネルギー推進事業

事業名 木質バイオマス搬出支援
事業費：    うち 45 万円

詳細：Ｐ34 

事業費：   うち 1,300 万円

詳細：Ｐ35 

事業費：     800 万円 

詳細：Ｐ43 

事業名 災害復旧に係る事業（過年発生分林業施設災害復旧事業）
事業費： うち 1,122 万 3 千円

詳細：Ｐ35 

事業名 市民参画型森林整備コーディネーター
事業費：      150 万円

詳細：Ｐ35 

事業名 担い手農業者等支援事業補助金
事業費：      500 万円

詳細：Ｐ43 

事業名 災害復旧に係る事業費（過年発生分農地・農業用施設災害復旧事業）
事業費：うち 3 億 1,488 万 7 千円 

詳細：Ｐ35 
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平成 27 年度 部局方針 
 

  
 
「災害は社会のひずみを顕在化させる」といわれるように、平成 26 年 8月豪雨は、これまでゆっくりと進行してき

た潜在的な課題を一気に顕在化させました。実質復興初年度にあたる平成 27 年度予算においては、単に災害前の状態

に戻すことにとどまらず、重要分野先導型で社会的課題に取り組み、活力ある持続社会の達成をめざします。 

復 興 推 進 部 「活力ある持続社会をめざして」 

 
今後 10 年間の市政運営等の指針となる「第２次総合計画（H27-H36）」の初年度として、「参画と協働」により“誰

もがいきいきと暮らす”丹波市の実現に向け、総合的な進捗管理に取り組むとともに、「選択と集中」による効果的な

行財政運営を行うため「第３次行革プラン」を策定します。また、人口減少の抑制とまちの活力の維持・向上を図る

ため市の特性を踏まえた「地方版総合戦略」を策定します。 

さらに、不祥事の再発防止に取り組み、信頼される職員を育成するために職場風土改善と人材育成に取り組みます。

 

企 画 総 務 部 「誰もがいきいきと暮らす丹波市を目指して」

 
市民が人権を尊重し合い誇りや愛着が持てる地域をつくるため、市民自らが交流を育み、地域資源を活かした個性

豊かで元気なまちづくりをめざしていきます。 

市制 11 年目となる平成 27 年度は、合併後の市政の取組みの成果を踏まえつつ、新総合計画に基づき、新たな未来

に向かって「住んで良かった、住んでみたい」と思える誇りと愛着に満ちた市民で溢れる人権文化の根付いたまちづ

くりを推進していきます。 

 

まちづくり部 「市民力の向上～みんなで支える活力のある地域づくりの推進～」

 
・合併特例債事業の期限延長や普通交付税の逓減措置に対応するため、健全財政の維持と資産・負債の適正な管理・

運用を図り、市民が安心できる財政運営に努めます。 

・市税収入の確保に向けて、適正な課税・徴収に取り組みます。 

財 務 部 「適正で効率的・効果的な予算執行と健全な財政運営の維持」 

 
 「安全で安心なまちづくり」は、行政のみならず、市民、地域、事業者など地域社会全体が連携して取り組むこと

が重要です。 

 このため、市では、平成 26 年度の豪雨災害などを教訓に、危機管理体制の強化、防災組織の育成支援をはじめ、地

域組織への支援、環境の保全、循環型社会の構築など、市民が安心して暮らせるまちづくりに取り組んでいきます。

 

生 活 環 境 部 「安心して暮らせる地域社会をめざして」

 
年齢や障がいのあるなしに関わらず、誰もが住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせることができるように「み

んなで支え、健康といきがいを育むまち」づくりを推進するとともに、まちづくりの目標に向けて、地域福祉、高齢

者、障がい者・児童福祉の充実に努め、市民や関係団体等との連携により、市民福祉の向上に努めます。 

 

福 祉 部 「誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるまちに向けて」 

 
・健康寿命の延伸のため、ライフステージに応じた「ぐっすり・すやすや運動」の取組を通じて、健康生活習慣の基

礎を築きます。 

・健診の受診率の向上に努め、こころとからだの健康の保持・増進を図ります。 

・保健や福祉と連携する地域医療体制について、適切な役割分担のもと、関係機関と協力して整備します。 

・看護専門学校の円滑な運営に努め、地域で活躍する医療人材を育成します。 

・国民健康保険事業運営の安定化を図るため、保健事業の強化による医療費の適正化と保険税の収納率の向上に取り

組みます。 

・国保診療所機能の維持・確保とともに、長期的視点に立った運営の安定化に努めます。 

 

健 康 部 「ぐっすりすやすやで生涯健康」の基礎を築こう」 
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平成 27 年度 部局方針 
 

  
地域の人々に元気があふれ、地域内外の人やモノが活発に行き交う活力に満ちた創意ある元気なまちを目指します。

 そのためには、災害からの早期復旧を最優先としながら、地域資源を活かして地域で奮闘する人たちへの支援や、

その奮闘を阻害する地域課題への対応など、持続可能な地域経済の実現に向けた事業を展開します。 

 また、豊かな自然風土や暮らしなどの魅力発信による都市との交流機会の増加を図り、交流がもたらす地域経済振

興などの効果が最大限発揮できるような仕組みづくりに努めます。 

 

産 業 経 済 部 「丹波力を活かした創意ある元気なまち」

 
・平成 26 年８月豪雨で甚大な被害を受けた、道路、河川等の社会基盤の復旧、復興を最優先し事業を実施していきま

す。 

・浸水想定地域での被害軽減対策についての調査を継続して行います。 

・市道橋、市営住宅の長寿命化工事を進めます。また、市道橋の損傷状況を把握し、効率的な修繕を行うための定期

点検を行います。 

・持続可能な公共インフラとして健全で安全な下水道運営の確立のため、平成 27 年４月から下水道の公営企業法の財

務規定を適用（法適化）します。 

 

建 設 部 「災害復旧、復興を早期に行い安全・安心な社会の実現に向け社会基盤を整備」

 
 児童生徒一人一人が確かな学力を身につけ、生涯にわたって学び続け、夢や理想に向かって自らの能力を高めてい

こうとする意欲を引き出す教育を推進してまいります。また、昨年度から実施している「いじめ・暴力ゼロ市民運動」

を継続し、自己有用感や自己肯定感を高める取組を進めます。 

 子育て支援では、新たにスタートする子ども・子育て支援制度へのスムーズな移行を行い、安心して生み育てられ

る環境づくりに努めてまいります。引き続き認定こども園の整備と、学校の適正規模・適正配置については、いよい

よ青垣統合小学校の校舎建築に着手し、他の地域についても地域協議を進めてまいります。 

 文化財の保存整備では、三ツ塚史跡公園再整備実施設計業務と黒井城跡整備計画策定に着手し、図書館では読書意

欲向上のツールとして読書通帳の作成と情報発信に努めます。 

 

教 育 部 「心豊かでたくましい人づくり」

 
 「丹波市水道ビジョン」に基づく水道施設統合整備事業の平成 27 年度完了を目指し、市全体の水融通を図り、安全

で安心な水道水の安定供給に努めます。 

 併せて、丹波市豪雨災害に伴う水道施設の災害復旧工事を本格的に進め、早期に復旧が図れるよう取り組みます。

お客様センター関連業務委託による上下水道の市民窓口の一本化による窓口サービスの向上と漏水調査に基づく漏

水管や老朽管の更新に努め、有収率の向上を図り、効率的な水道水の運用を行うなど、運営コストの削減に努め、水

道事業の効率的な推進と安定した健全経営を目指し快適な市民生活を支えるよう努めていきます。 

 また、水道水の水質や事業推進に関する情報提供を積極的に行い、水道事業への満足度のアップを図ります。 

 

水 道 部 「安全で安心な水道水の安定供給と持続可能な水道事業の実現に向けて」

 
・平成 25 年度に発生した不正事務処理事案等を受け、消防本部内意識の醸成を図り、法令遵守はもとより、基本に立

ち返って、市民への信頼回復に努めます。 

・基本及び実戦訓練により、消火・救助等の災害対応能力の向上を図ります。 

・認定救急救命士の育成と資質向上を図り、高度な救急救命処置が施せるよう取り組みます。 

・市民の防火意識の向上や応急手当が可能となるよう「防災訓練」や「救急講習会」について、自治会等と連携して

積極的に推進します。 

 

消 防 本 部 「安全・安心の確保と職場環境の改善」
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～誇りの持てる住んでよかった丹波市～ 

一般会計 

３７８億円 
（前年度対比 ＋3.6％） 

歳
入 

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 

31％ 

依存財源 

69％

市税 70 億 7,051 万 8 千円 

みなさんに納めていただく市税です。 

地方交付税 129 億円 

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 17 億 600 万円 

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 58 億 8,650 万 6 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 55 億 7,970 万円 

長期的な借金です。 

その他 22 億 1,927 万 2 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。 

繰入金 24 億 3,800 万 4 千円 

主に、市の貯金の取り崩しです。 

 

市税

18.7%

地方交付

税

34.1%国庫支出

金及び県

支出金

15.6%

市債

14.8%

繰入金

6.4%

譲与税・

交付金

4.5% その他

5.9%

 

お給料 

71 万円 

 

 

親世帯からの援助 

      205万円 

 

 

銀行からの借金 

      56 万円 

 

 

預金からの取崩し 

      24 万円 

 

 

その他の収入 

   22 万円 

 

合計 

      378 万円 

 
・お給料は、全体の約 19％です。

※税のうち、自主財源のみをお給料

に分類しています。 

 

・親世帯からの援助は、全体の

約 54％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

15％です。 

合併特例債が、借金の約 65％

を占めています。 

 

 

・預金からの取崩しは、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。 

 

 

丹波家の収入 
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で 

  

行政経費 186億8,891万2千円

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。

 

家族で例えると、 

目的別は、お父さんにいくら、お母

さんにいくら、子どもにいくら 

性質別は、食費にいくら、洋服代に

いくら、家のローンにいくら、と考え

るといいでしょう。 

一般会計 

３７８億円 
（前年度対比 ＋3.6％） 

歳
出 

人件費 48 億 9,342 万 3 千円

職員の給与などにかかる費用です。 

投資的経費 65 億 3,663 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 28 億 678 万 3 千円

特別会計予算などへの繰り出しです。 

公債費 48 億 7,424 万 6 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 

      47 万円 

 

光熱水費・通信費等 

       58 万円 

 

自治会等への負担金 

      61 万円 

 

修繕費・貯金・その他

      21 万円 

 

家の増改築 

      65 万円  

 

子ども世帯への仕送り

28 万円 

 

ローンの返済 

      49 万円 

 

合計 

      378 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

返済が約 38％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。 

 

・家の増改築は昨年の災害もあ

り約 17％になっています。 

 

・下水道会計が企業会計になっ

たため、自治会への負担（補助

費等）が約 16％になっていま

す。 

 

・子ども世帯も苦しいので、仕

送りをしいます。下水道会計が

企業会計になったので、仕送り

（繰出金）は約７％になってい

ます。 

 

・ローンの返済は繰上償還を少

なくしたため、約 13％となって

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。 

 

丹波家の支出 

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 

人件費

13.0%

行政経

費

49.4%

投資的

経費

17.3%

公債費

12.9%

繰出金

7.4%

民生費

25.0%

公債費

12.9%

土木費

11.3%

衛生費

11.8%

教育費

12.2%

総務費

10.6%

農林水

産業費

7.3%

消防費

3.8%

その他

5.1%
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社会福祉団体へ貸切バス料金の一部補助      
福祉部 社会福祉課 74－1130  

1,250 万円事業費 1,250 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

 道路運送法による適正な運行を図るため、福祉バスの利用は市の機関又は学校教育関

係に限定し、市内に活動拠点を有する社会福祉団体が、研修会等を実施する場合は、そ

の事業に使用する民間バス借上げにかかる費用の一部を補助します。 

 

福祉バス借上補助金事業 

≪対 象≫ 社会福祉団体 

≪補助率≫ 貸切バス料金の 4/5（上限 50,000 円）  ※但し、公的行事への参加 10/10

 

３－１－１ 福祉バス運営事業 

生活困窮者への自立支援 
福祉部 社会福祉課 74－1130 

 

2,029 万 2 千円事業費 

1,521 万 6 千円

 

 

507 万 6 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方に対

し、自立相談支援事業の実施、住宅確保給付金の支給などの自立に向けた支援を実施し

ます。 

 

≪自立相談支援事業≫ 

 生活と就労に関する支援員を配置し、ワンストップ型の相談窓口により、就労その他

の自立に関する相談支援を行い、適切な支援へ繋いでいきます。 

≪住宅確保給付金≫ 

 離職により住宅を失った生活困窮者等に対し、就職活動を支えるため家賃費用を有期

で給付します。 

 

３－３－１ 生活困窮者自立支援事業 

 低所得者・子育て世帯への消費税率引き上げによる影響を緩和するために臨時給付金

を支給します。 

[臨時福祉給付金：１人あたり６千円]  

[子育て世帯臨時特例給付金：対象児童１人あたり３千円] 

 

３－１－１ 臨時福祉給付金事業／３－２－１ 子育て世帯臨時特例給付金事業 

臨時給付金 
福祉部 社会福祉課 74－1130 

1 億 3,825 万 2 千円事業費 

1 億 3,825 万 2 千円

 

 

 

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 
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１．みんなで支え、育む生涯健康のまち 
   介護拠点施設整備への助成 

福祉部 介護保険課 74－1049 

5,426 万 5 千円事業費 

5,426 万 5 千円

 

 

 

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 

 第６期介護保険事業計画に基づき、認知症対応型通所介護施設及び小規模多機能型居

宅介護施設の整備と、高齢者入居施設における防火安全対策への整備を進めます。 

 

３－１－４ 老人福祉総務費 

 高齢者等の身体状況に応じて段差解消や手すりの設置等住宅改修について助成し、自

宅での生活を支援します。 

【対象者要件】 

①介護保険の要介護（支援）認定者のいる世帯 

  ②重度身体障害者・重度知的障害者のいる世帯 

【対象事業】 

浴室・洗面所、トイレ、玄関、廊下・階段、居室、台所等の改修 

（箇所毎に限度額あり） 

【助成額】 

・助成対象に所得制限があり、助成対象となる場合は世帯の所得に応じた助成率で金

額を算定 

 ・対象工事限度額は、100 万円（介護保険の住宅改修費限度額、障害者日常生活用具支

給事業給付限度額を含む） 

 

３－１－４ 人生 80 年いきいき住宅助成事業 

３－１－４ 高齢者住宅改修助成事業 

高齢者等への住宅改修助成 
福祉部 介護保険課 74－1049 

 

2,076 万 6 千円事業費 

783 万 3 千円

 

 

1,293 万 3 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 

国民健康保険財政の支援措置 
健康部 国保・医療課 82－6690 

1 億円事業費 

 

 

 

1 億円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

 国民健康保険は、加入者の高齢化等により急激に医療費が伸びており、国保税の引き

上げ等を行っていますが税負担も重く、財政がひっ迫しています。 

 健保間の保険料負担の公平化を図ると共に、国保財政を安定化させ、加入者の税負担

を抑制するために、臨時的な措置として国保会計に繰出しを行います。 

 

３－１－１ 国民健康保険特別会計繰出金 
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１．みんなで支え、育む生涯健康のまち 
  

障がいのある方の経済的負担の軽減及び必要な医療が受けられるよう医療費助成を実

施し、福祉の向上に努めます。 

 （所得制限あり） 

重度障がい者・高齢重度障害者医療費 

 対象者・・・身体障害者手帳 1～2 級、療育手帳 A 判定、または、精神障害者保健福祉

        手帳 1 級保持者（高齢重度については、かつ、後期高齢者医療被保険者）

 助成額・・・【外来】 保険診療にかかる自己負担額から一部負担金を控除した額 

        【入院】 市単独事業により保険診療にかかる自己負担額全額（無料） 

   

精神障がい者医療費（市単独事業による助成） 

 対象者・・・精神障害者保健福祉手帳 1～3 級保持者 

  助成額・・・【外来・入院】 保険診療にかかる自己負担額から一部負担金を控除した 

              額の 2 分の 1  

       【自立支援医療】 自立支援医療にかかる自己負担額の 2 分の 1 

 

３－１－３ 重度障害者医療費助成事業 ／ ３－１－３ 精神障害者医療費助成事業 

３－１－３ 高齢重度障害者医療費助成事業 

障がい者の医療費助成 
健康部 国保・医療課 82－6690 

 

2 億 2,508 万 5 千円事業費 

9,358 万 3 千円

  

1,500 万 1 千円

1 億 1,650 万 1 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 

指定介護予防支援事業所運営費補助金 
福祉部 介護保険課 74－0368 

395 万 4 千円事業費 

 

 

 

395 万 4 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

介護予防支援事業所を委託する地域包括支援センターに併設し、予防のケアプラン作

成の安定供給を図る事業所の運営費を補助し安定確保を図ります。 

 

３－１－４ 指定介護予防支援事業所運営費補助事業 

 子育て世代の経済的負担の軽減及び必要なときに安心して医療が受けられるよう支援

していきます。（所得制限あり） 

  対象者・・・・・・0 歳児から中学校 3 年生 

  助成額・・・・・・通院・入院の保険診療にかかる自己負担額全額 

  本人負担額・・ 無料 

 

３－２－１ 乳幼児等医療費助成事業 ／ ３－２－１ こども医療費助成事業 

乳幼児等・こどもの医療費助成 
健康部 国保・医療課 82－6690 

 

2 億 6,765 万 7 千円事業費 

6,274 万 5 千円

  

 

2 億 491 万 2 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 
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１．みんなで支え、育む生涯健康のまち 
   

健康たんば 21 事業 
健康部 健康課 82－4567 

821 万 8 千円事業費 

80 万円

 

11 万円

730 万 8 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 

・健康たんば２１計画策定 

 市民一人ひとりが健康の大切さを理解し、健康づくりにむけて市民全体で取り組む目

標を定めそのための計画を策定します。 

 生活習慣病を予防するため、睡眠に着目した生活リズムの改善を行い、市民が元気に

いきいきとした生活が送れるように事業を展開します。 

 

・ぐっすり・すやすや運動 

 不眠にお困りの方の相談に対応できるよう体制づくりを行います。 

 ゲートキーパー研修を地域の団体や企業において実施し、地域で自殺予防に取り組み

ます。      

 精神科医による心の相談や不眠に関するこころのケア相談を開催します。 

                  

・食育推進事業 

 家庭や地域で食育が実践できるよう市民の関心を高めるために食育フェアを開催し、

食育を推進します。 

 

４－１－１ 健康たんば２１事業 

 平成 26 年 10 月から、成人用（高齢者）肺炎球菌ワクチン接種、水痘ワクチン接種が

定期予防接種となり、国が定める定期予防接種の種類・対象者が拡大されました。 

また、小児インフルエンザワクチン接種も継続して実施します。 

 

４－１－２ 感染症予防事業 

感染症予防事業 
健康部 健康課 82－4567 

 

2 億 1,908 万 2 千円事業費 

 

 

 

2 億 1,908 万 2 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 

妊婦健康診査費助成事業 
健康部 健康課 82－4567 

 

4,920 万円事業費 

 

 

 

4,920 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 

・妊婦健康診査費の助成 

 妊婦の健康の保持増進を図り、安全・安心な妊娠・出産に資するよう妊婦健康診査費

助成事業を実施しています。 

対象：母子健康手帳交付日以降の定期妊婦健康診査にかかる費用を助成します。 

平成 27 年度 4 月以降、上限 14 回、上限 90,000 円 

（平成 26 年度までは、上限 14 回、上限 75,000 円） 

 

４－１－３ 母子保健事業 
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１．みんなで支え、育む生涯健康のまち 
   

地域医療対策事業 
健康部 地域医療課 82－4567 

2 億 8,959 万 7 千円事業費 

 

 

 

2 億 8,959 万 7 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 

市内の医療提供体制の確保と救急医療の充実を図るため、県立柏原病院との連携や柏

原赤十字病院への支援を行います。 

また、病院群輪番制など地域医療を守り支えるための取り組みをはじめ、各種事業を

実施します。 

 

４－１－１ 健診センター運営事業 

４－１－９ 地域医療総務費 ／ 地域医療啓発事業 ／ 地域医療対策事業 

 

未熟児養育医療事業 
健康部 健康課 82－4567 

 

796 万円事業費 

296 万 1 千円

 

 

499 万 9 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 

・未熟児への養育医療費の助成 

 身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする未熟児に対して、入院医療費の自

己負担分を助成し、養育を支援します。 

 対 象 者：指定養育医療機関において医師が入院養育を必要と認めた未熟児 

 給付対象：入院医療費のうち、保険適用後の自己負担金及び入院時食事療養費の自己

負担額 

 長期（1 歳の誕生日の前々日まで）入院（継続入院）を必要とする児にも 

対応しています。 

 

４－１－３ 未熟児養育医療事業 

子ども・若者育成支援事業 
生活環境部 生活安全課 82－1532 

283 万 8 千円事業費 

 

 

 

283 万 8 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 

ひきこもりやニート状態にある子ども・若者を社会的自立に向け支援を行うため、専

門スタッフによる相談回数を拡充し、社会参加を目的とした居場所づくりについても研

究をします。 

 

３－２－６ 子ども・若者育成支援事業 
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１．みんなで支え、育む生涯健康のまち 
                               子育て支援事業の充実 

教育部 子育て支援課 70－0813 

1 億 5,273 万 4 千円事業費 

8,769 万 6 千円

  

5,706 万 2 千円

797 万 6 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 

子ども・子育て支援新制度のスタートに伴い、すべての 

子どもや子育て家庭にとって、身近な地域で必要な支援を 

受けられるように環境を整えます。 

・アフタースクールの対象児童を小学６年生まで引き上げ 

るとともに、受入施設の環境整備と指導員の資質向上を図り 

ます。 

子育て学習センターにおいて、教育・保育事業や子育て 

支援事業に対する情報提供や相談を行い、子育て家庭に必 

要な支援策をアドバイスできる体制を整えます。 

 

３－２－５ アフタースクール事業 

10－５－８ 子育て学習センター事業 

看護専門学校特別会計繰出金 
健康部  看護専門学校 72-052 

1 億 270 万 5 千円事業費 

 
3,620 万円

6,650 万 5 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

県から移管を受けた看護専門学校を円滑に 

運営し、地域の病院等に勤務する看護師の養 

成を図ります。 

 また、教育環境の充実を図るため、老朽化 

した施設の改築に向けた設計を行います。 

 

４－１－10 看護専門学校特別会計繰出金 

 

地域医療総合支援センター（仮称）整備事業 
健康部 地域医療課 82－4567 

7,210 万 6 千円事業費 

 

6,840 万円

370 万 6 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

県立柏原病院と柏原赤十字病院の統合再編による新病院の整備に合わせ、保健・福祉・

医療・介護の拠点となる総合的な施設の整備に向けた設計を行います。 

 

３－１－２／４－１－６ 地域医療総合支援センター（仮称）整備事業 
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廃棄物処理施設の整備及び整理 
生活環境部 環境整備課 82－1292 

8 億 6,408 万 9 千円事業費 

 

4 億 3,340 万円

 

4 億 3,068 万 9 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 

丹波市クリーンセンターに関連する附帯施設として、市民広場、資源（生ごみ・剪定

枝）循環実証施設などを整備することにより、丹波市クリーンセンターを有効かつ複合

的に活用し、ごみの適正処理と減量化・再資源化の取り組みを推進します。また、旧施

設を適正に解体し、跡地を整備します。 

 

４－２－２ 一般廃棄物処理施設整備事業 

４－２－２ 一般廃棄物処理施設整理事業 

廃棄物処理施設の運営管理 
生活環境部 環境整備課 82－1292 

6 億 2,546 万 6 千円事業費 

 

 

1 億 1,065 万 9 千円

5 億 1,480 万 7 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

丹波市クリーンセンター等を適正に管理運営し、市内で発生する廃棄物を適正処理す

るとともに、新施設の啓発機能を有効に活用し、見学や体験を通じて、ごみの減量化や

再資源化の取り組みに関心を抱き、「市民一人ひとりが、自分に何が出来るかを考え行動

する」ことにより、資源循環型社会の形成を目指します。 

 

４－２－２ 丹波市クリーンセンター管理運営事業 

４－２－２ 最終処分場管理運営事業 

丹波市へ U・I ターンされる方、新たに２世帯同居をされる方等の住宅新築・新規購入・

改修費用の一部を助成し、人口減少の抑制を図ります。（助成額：新築工事費・新規購入

費の５%で 50 万円を限度、改修工事費の 20%で 20 万円を限度、ただし、２世帯同居の

新築・新規購入・改修はいずれも 20 万円を限度） 

 また、子育て世代の転入人口の増加や U ターンの３世代同居を促進するために、新築

または新規購入した住宅に、補助対象となる方の中学生以下のお子さんが居住される場

合には、一律 50 万円を加算します。 

 

２－１－６ Ｕ・Ｉターン推進事業 

移住希望者への定住促進 
まちづくり部 地域協働課 82－2272 

2,115 万 9 千円事業費 

650 万円

 

 

1,465 万 9 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 
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２．誰もが住みたい定住のまち     市道橋の長寿命化 
建設部 管理課 74－2653 

2 億 8,000 万円事業費 

1 億 6,200 万円

6,120 万円

 

5,680 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 

橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、市道橋の計画的な修繕を行っており、

平成 27 年度は 7 橋の工事を実施します。また、老朽化が進む橋の損傷状況を

把握するため定期点検を行います。 

 

８－２－４ 橋りょう長寿命化事業 

道路の新設改良 
建設部 建設課 74－2550 

12 億 4,760 万円事業費 

1,380 万円

11 億 1,700 万円

1,000 万円

1 億 680 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 

 市道の幹線道路については、地域間の交流・連携の強化をめざした丹波市道路整備計

画に基づき、早期開通に向け、効率的かつ計画的に整備を行います。  

 また、身近な生活道路については、利便性の向上と生活基盤の充実を図るとともに、

学校や公共施設の周辺では、子ども・高齢者などの歩行者が安全に通行できるよう歩道

の整備を行うなど、交通安全対策を含めた道路環境の質的整備に取り組みます。 

 

８－２－３ 国庫交付金等道路整備事業 

８－２－３ 市単独道路整備事業 

８－２－３ 辺地対策道路整備事業 

８－２－３ 交通安全施設等整備事業 

８－２－３ プロジェクト関連事業 

 

河川の整備  
建設部 建設課 74－2550 

2 億 1,550 万円事業費 

1,700 万円

3,060 万円

 

1 億 6,790 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 

 市管理の河川において、土砂浚渫、修繕や土砂流出対策等河川維持にかかる工事を行

い、豪雨被害を最小限にとどめる河川整備を行います。 

 

８－３－２ 河川維持事業 

８－３－２ 河川改良事業 
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２．誰もが住みたい定住のまち    災害復旧と被災原因の解消 
建設部 建設課 74－2550 

 

4,000 万円事業費 

2,000 万円

1,800 万円

 

200 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

道路と河川の災害復旧 
建設部 建設課 74－2550 

 

3 億 4,834 万 9 千円事業費 

2 億 3,800 万円

9,430 万円

 

1,604 万 9 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

水道施設統合整備事業（水道事業会計） 

水道部 業務課・工務課 72－0605 

7,189 万 4 千円

5 億 6,720 万円

5 億 6,720 万円

2,328 万 7 千円

国県のお金 
一般会計の借金 
水道事業会計 
の借金

市のお金 
内

訳 
事業費（水道事業会計） 12 億 2,958 万 1 千円

 昨年 8 月の豪雨による被災箇所において、再度の災害を防止するために河川の構造的

な被災原因の解消が必要な河川について、河川の災害復旧事業と併せて改良事業を行い

ます。 

 

８－３－３ 河川災害関連事業 

 昨年 8 月の豪雨による大規模な道路や河川の破損・崩壊箇所については、国庫負担に

よる災害復旧事業の補助を受け、工事を実施します。 

 また、国庫負担の採択基準に満たない小規模な災害箇所についても、順次復旧工事を

実施します。 

 

11－１－１ 過年発生分道路橋りょう災害復旧事業（単独分） 

11－１－１ 過年発生分道路橋りょう災害復旧事業（補助分） 

11－１－２ 過年発生分河川災害復旧事業（単独分） 

11－１－２ 過年発生分河川災害復旧事業（補助分） 

 安全で安心な水道水の安定供給をめざして、「丹波市水道ビジョン」に基づき、山南上

水道（山南地域）、中央上水道（柏原、氷上、青垣、春日地域）及び市島上水道（市島地

域）の水道施設統合整備事業の推進を図り、 

平成 27 年度完了をめざします。 

 平成 27 年度は、中央上水道で天王坂から 

春日方面への送配水管の整備、また、大嶋配 

水池から棚原柚津方面への送配水管等の整備 

に取り組みます。 

 

４－１－１ 水道事業会計繰出金  
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防災行政無線整備事業 
生活環境部 防災対策室 82－0250 

 

2 億 474 万円事業費 

 

1 億 9,100 万円

 

1,374 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 

 防災行政無線設備のデジタル化に向け、複数年をかけて同報系設備（親局、中継局、

屋外拡声子局等）の更新と、青垣、山南地域を除く残り４地域（柏原、氷上、春日、市

島）の戸別受信機の更新を含めた地域情報通信システム整備等を進めます。 

  

２－１－13 防災行政無線整備事業 

消防活動車両整備事業 
消防本部 消防課 72－2255 

4,153 万円事業費 

 

3,320 万円

 

833 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

 火災による被害を減らし将来にわたる安全・安心を担保するために、山南救急駐在所

に消防ポンプ自動車を 1 台配置し、乗り換え運用による初期消火体制を充実させます。 

 

９－１－３ 消防活動車両整備事業 

非常備消防施設整備事業    
生活環境部 生活安全課 82－1532 

1 億 8,729 万 2 千円事業費 

 

1 億 7,710 万円

1,019 万 2 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 

消防車両、消防詰所兼車庫を適正に管理し、また計画的に更新することにより地域住

民の安全安心を確保します。 

 

９－１－３ 非常備消防施設整備事業 

空き家等対策事業 
生活環境部 生活安全課 82－1532 

 

1 億 2,220 万 4 千円事業費 

7,519 万 2 千円

 

300 万円

4,401 万 2 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

空き家等の適正な管理及び利活用に関する基本的かつ総合的な施策を策定し実現して

いきます。 

危険な空き家やその附属建物等の解体撤去費用に対し 80％（上限 160 万円）の補助を

行います。 

 また、昨年の豪雨災害で被災し危険な状態の住宅の解体撤去費用に対して、90％の補

助（上限 180 万円）を引き続き行います。 

 

８－６－５ 空き家等対策事業 
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３．あいさつでつなぐ安心して暮らせるまち    救急救助活動車両整備事業 
消防本部 消防課 72－2255 

3,209 万 4 千円事業費 

 

2,770 万円

 

439 万 4 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 

 消防車両の更新整備計画に基づき、安全性を考慮して老朽化した救急車 1 台を更新し

ます。あわせて、拡大・高度化する救命処置が施せるよう、心臓マッサージシステム等

の救急資器材を積載し装備の充実を図ります。 

 

９－１－３ 救急救助活動車両整備事業   

復興１周年シンポジウム及び関連事業の開催  

平成 26 年 8 月の豪雨災害から 1周年を迎え、復興への歩みなどについてのシンポジウ

ムを開催します。 

 

２－１－16 復興推進事業 

復興１周年シンポジウムの開催 
復興推進部 復興推進室 85-4622 

109 万 5 千円事業費 

 

 

 

109 万 5 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

被災者体験記録集の発行 
復興推進部 復興推進室 85-4622 

94 万 5 千円事業費 

 

 

 

94 万 5 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

平成 26 年 8 月の豪雨災害の被災者の体験談を聴きとり、記録集を発行します。 

 

２－１－16 復興推進事業 

住まいの相談事業の開催 
復興推進部 復興推進室 85-4622 

10 万円事業費 

 

 

 

10 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

 昨年８月の豪雨災害にて、被災された方の住宅再建の参考となるよう、住宅新築、修

繕等について専門家等との相談の場を提供します。 

 

２－１－16 復興推進事業 

 災害のボランティアに参加された方々に地域のイベントなどに参画してもらい、ボラ

ンティア同士の交流と地域との関係性を深めます。 

 

２－１－16 復興推進事業 

  支援活動振り返り交流事業 
復興推進部 復興推進室 85-4622 

70 万円事業費 

 

 

 

70 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 
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３．あいさつでつなぐ安心して暮らせるまち     
復興まちづくり助成事業 
復興推進部 復興推進室 85-4622 

300 万円事業費 

 

 

 

300 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

復興プラン重点分野の「安心・安全まちづくり」、「人口・コミュニティ」、「農業」、「森

林」、「住まい」について、地域団体等が主体となって実施する復興に関するまちづくり

事業について助成します。 

 

２－１－16 復興推進事業 

住宅災害復興融資利子補給事業 
復興推進部 復興推進室 85-4622 

100 万 8 千円事業費 

59 万円 

 

 

41 万 8 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

被災者が被災後に住宅の新築・購入・補修ために借り入れた融資及び被災前に既に借

り入れていた融資（二重ローン）について利子補給します。 

 

８－６－１ 住宅災害復興融資利子補給事業 

被災者生活再建支援金交付事業 
復興推進部 復興推進室 85-4622 

1,330 万円事業費 

740 万円

 

 

590 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

市単独補助：床上浸水以上の被害を受けた方に被災状況に応じて支援金を交付します。

県補助：半壊、床上 10～20％被害を受け、修繕等を行った方に支援金を交付します。 

 

３－４－１ 被災者生活再建支援金交付事業 

被災者生活復興融資利子補給事業 
復興推進部 復興推進室 85-4622 

15 万 1 千円事業費 

 

 

15 万 1 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

被災者が住宅の修繕、自動車購入、生活必需品等購入のために借り入れた融資に対し

て利子補給します。 

 

３－４－１ 被災者生活復興融資利子補給事業 
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  里山文化・自然資源調査 
生活環境部 環境政策課 82－1290 

50 万円事業費 

 

 

 

50 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

丹波市の自然豊かな環境をこれからの世代に引き継ぐために、長い歴史の中で培われ

てきた里山文化の持つ暮らしの知恵を掘り起こすとともに、里山の持つ涵養能力や様々

な生き物との共生・共存や適切なゾーニングによる減災効果についての調査研究を行い

ます。 

 

４－１－４ 環境施策推進事業 

薪ストーブの購入について 
生活環境部 環境政策課 82－1290 

164 万 3 千円事業費 

 

 

 

164 万 3 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

 温室効果ガスの発生を抑制し、地球温暖化 

を防止することを目的に、再生可能エネルギ 

ーである木質バイオマス（林地残材から加工 

した薪）の活用事例として、暖かさや雰囲気 

を市民に体験していただけるように市役所本 

庁舎ロビーに薪ストーブを設置します。 

 

４－１－４ 新・省エネルギー普及事業  

地域資源を活用した新たな産業創造について 
生活環境部 環境政策課 82－1290 

754 万 6 千円事業費 

 

 

754 万 5 千円

1 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

再生可能エネルギーの導入による二酸化炭素排出量の削減とビジネスモデルとしての

環境調和型産業の推進など、人・モノ・お金・エネルギーが循環する新しい地域再生の

仕組みづくりの構築を目指して、林地残材を薪に加工して利用するための材の需要をつ

くりだし、新たな産業創造の可能性を探るため、産業用・農業施設・公共施設において、

薪ボイラーの導入の可能性調査を行います。 

 

４－１－４ 新・省エネルギー普及事業 
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   男女共同参画社会推進事業 
まちづくり部 人権啓発センター 82－0242 

112 万 7 千円事業費 

 

 

 

112 万 7 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 

 固定的な性別役割分担意識が家庭や地域、職場等に根付いていることから、男女が互

いにその人権を尊重し、責任を分かち合い、その個性と能力を十分に発揮することがで

きる社会に向けた啓発活動を展開します。 

・男女共同参画講演会 ／ ・男女共同参画推進員研修会 

 

２－１－６ 男女共同参画社会推進事業 

小・中学校施設の整備 
建設部 施設建築課 88－5025 

13 億 4,765 万 6 千円事業費 

2 億 1,879 万 9 千円

10 億 5,340 万円

 

7,545 万 7 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 

児童生徒の学習・生活の場として安心安全な施設環境の確保や教育環境の質的向上の

ため、第３次学校施設整備計画に基づき劣化が著しい学校施設の改修を進めていきます。

また昨年度に引き続き屋内運動場及び武道場の天井等の非構造部材の耐震対策工事を

進めます。 

そして青垣地域の統合小学校の建設工事に着手します。 

 

●主な事業 

【老朽化対策】 

春日部小学校北校舎大規模改造工事 

和田小学校プール改修工事 

三輪小学校プール改修工事 

春日部小学校屋内運動場大規模改造工事設計業務 

南小学校校舎・屋内運動場大規模改造工事設計業務 

小川小学校東校舎大規模改造工事設計業務 

柏原中学校屋内運動場大規模改造工事 

柏原中学校北校舎(特別教室,武道場)大規模改造工事設計業務 

市島中学校プール改修工事設計業務 

 

【天井等落下防止対策】 

小・中学校屋内運動場天井落下防止対策工事 

中学校武道場天井落下防止対策工事 

 

【青垣統合小学校】 

青垣小学校建設工事 

 

【防災機能強化】 

柏原中学校校庭貯留施設整備工事設計業務 

 

10－２－１ 小学校施設整備事業 ／ 10－３－１ 中学校施設整備事業 
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５．ふるさとに愛着と誇りをもった人づくりのまち     学校給食施設整備事業 
教育部 学校給食課 70－0880 

7,597 万 9 千円事業費 

 

7,210 万円

 

387 万 9 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 

 今後の学校給食のあり方について方向性を定めた「学校給食運営基本計画」に基づき、

より充実した学校給食を提供するための取組を推進します。 

 平成 28 年度から春日学校給食センターにおいて、調理業務の民間委託を開始します。

 また、平成 29 年度には、市島地域の学校給食を春日学校給食センターから配食する予

定です。 

 これにより、春日学校給食センターにおいて配送用コンテナの設置場所が不足するこ

とから、平成 27 年度から 28 年度にかけて、コンテナプールの増築工事をはじめとする

必要な改修工事を行います。 

 

10－６－４ 学校給食施設整備事業 

丹波市地域で“共育”土曜チャレンジ学習事業  
教育部 学校教育課 70－0811 

90 万円事業費 

60 万円

 

 

30 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

 地域の多様な経験や技能を持つ人材、企業等の協力により、 

土曜日等(日曜日、祝日、長期休業を含む。)に体系的・継続的 

なプログラムを計画・実施する取組を支援し、子どもたちに 

とってより豊かで有意義な土曜日等を過ごせるよう事業を展開 

します。 

 

10－１－３ 生きる力育成事業 

 児童（３～６学年）・生徒（１・２学年）の算数・数学及び国語の学習定着状況を調査

することにより、これまでの指導の成果と課題を検証し、各校の学力向上を目指した授

業づくりや指導方法の工夫改善に活用するために、丹波市学力調査を実施します。また、

学習到達度を全国的な視点で把握することにより、来年度の教育施策の改善等に役立て

ます。 

 

10－１－３ 学力向上事業 

丹波市学力調査 
教育部 学校教育課 70－0811 

259 万 2 千円事業費 

 

 

259 万 2 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 
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５．ふるさとに愛着と誇りをもった人づくりのまち     

ＪＦＡこころのプロジェクト 
教育部 学校教育課 70－0811 

 

167 万 9 千円事業費 

 

 

 

167 万 9 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 

 いじめの未然防止には、一人ひとりの子どもたちが目標や夢を持ち、それを互いに尊

重し合う姿勢が必要であり、そのことが自尊感情、自己有用感を高めることにもつなが

っていくと考えています。また、いじめに対して傍観者をなくすためには、学級、学年、

学校の集団への所属感、仲間意識を高めることも大切です。そこで、世界で活躍したア

スリートから直接話を聞き、共に活動する体験を通して、夢を持つことやそれに向かっ

て努力することの大切さを学ぶために、JFA こころのプロジェクト「夢の教室」を開催

します。 

 

10―１－３ いじめ防止対策事業 

質の高い就学前教育・保育の実施 
教育部 子育て支援課 70－0813 

15 億 9,991 万 5 千円事業費 

8 億 3,135 万 1 千円

 

4,560 万 1 千円

7 億 2,296 万 3 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 

平成 27 年４月から子ども・子育て支援新制度がスタートします。「子ども・子育て支

援事業計画」を策定し、質の高い就学前教育・保育・子育て支援事業を展開し、すべて

の子どもや子育て家庭にとって、身近な地域で必要な支援を受けられるように環境を整

え、認定こども園、保育所、幼稚園等に対する給付の新設により、教育・保育事業の量

的確保と質的向上を図ります。 

保育料については、国の示す保育料基準額から、低所得者の軽減を厚くし、全体として

市独自で保護者負担の３割以上の軽減を継続します。 

 

３－２－４ 保育所運営費 ／ 幼児教育・保育推進事業 

読書通帳による読書活動の推進 
教育部 図書館事務局 82－7100 

 

31 万 8 千円事業費 

 

 

 

31 万 8 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

図書館、家庭、学校などあらゆる場において、本を読むきっかけづくりのツールとな

る、読んだ本を記録する「読書通帳」を配布し子どもの読書活動を推進します。 

 

10－５－５ 図書館運営事業 

 これまで整備したＩＣＴ機器を効果的に活用し、教科書の内容をわかりやすい動画や

音声で提示し、児童の関心・学習意欲を向上させるため、高い学習効果が期待できる小

学校算数（４～６学年）において、デジタル教科書を整備します。 

 

10－１－３ 学力向上事業 

デジタル教科書の整備 
教育部 学校教育課 70－0811 

 

567 万円事業費 

 

 

 

567 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 
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５．ふるさとに愛着と誇りをもった人づくりのまち    

TAMBA 地域づくり大学 
まちづくり部 生涯学習センター 82－0409 

50 万円事業費 

 

 

 

50 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

生涯学習を通じて身につけた知識や技能・経験を生かして地域課題解決する知識循環

型生涯学習をめざし、地域づくりを積極的に推進するリーダーを養成します。特に元気

な地域をつくる女性リーダーの養成を重要課題として市内の生涯学習支援組織との協働

による事業を展開します。 

 

10－５－２ 成人教育事業 

 丹波市立文化ホールは、広く市民の芸術の高揚と生涯学習の振興に資することを目的

とした施設です。今回の改修は、機器設備の簡素化を図り、操作性や安全性を高めるこ

とで、より身近な生涯学習施設へと整備し、地域の発展や豊かな暮らしづくりに貢献す

ることを目的としています。 

 

10－５－７ ホール管理事業 

やまなみホールの改修 
まちづくり部 生涯学習センター 82－0409 

4,044 万 8 千円事業費 

 

3,840 万円

 

204 万 8 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 

黒井城跡(主郭部 空撮） 

旧氷上高等小学校校舎に、丹波市ゆかりの人物の展示パネルや人物紹介ディスプレイ

を設置します。 

 

10－５－９ 文化財管理・保存事業 

旧氷上高等小学校校舎の人物パネル等の拡充 
教育部 文化財課 70－0819 

342 万円事業費 

 

 

 

342 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 

文化財整備事業 
教育部 文化財課 70－0819 

1,179 万 5 千円事業費 

 

 

 

1,179 万 5 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

三ツ塚公園の再整備に係る実施設計を行います。 

黒井城跡の保存整備事業を実施するにあたり、 

その整備基本計画策定に着手します。 

 

10－５－９ 文化財整備事業 
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   丹波市農業・農村振興基本計画策定事業  
産業経済部 農業振興課 88－5028 

335 万 2 千円事業費 

 

 

 

335 万 2 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

平成 18 年度に策定した「丹波市農業・農村振興基本計画」は 27 年度までの計画とな

っています。市民参画により本市の特性に応じた農業振興方策、担い手の育成、農村環

境の充実等を検討し、平成 28 年度以降の農業農村の振興につながる基本方針や基本的な

考え方を示します。 

 

６－１－２ 農業総務費 

丹波丹波大納言小豆ブランド推進事業 
産業経済部 農業振興課 88－5028 

125 万円事業費 

 

 

 

125 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

高級和菓子の材料として重用されてきた丹波大納言小豆について、今後の良質、安定

的な生産体制を確立するとともに、ブランド力のさらなる強化を図るため、県・市・JA

が一体となって取り組みます。 

 

６－１－３ 農業振興費 

丹(まごころ)の里の活性化推進事業 
産業経済部 農業振興課 88－5028 

 

400 万円事業費 

 

 

400 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 

県・市・JA で「丹の里・秋の味覚フェア」（仮称）などを実施し、丹波市の農林産物

の魅力を広く PR するとともに、豪雨災害からの復興とご支援いただいた方々への感謝の

思いを発信します。 

 

６－１－２ 農業総務費 

丹波栗の産地復活に向けて、需要に応じた生産量拡大を目指し、苗木の新植、適切な

栽培確保のための剪定、防除作業の助成、機械整備を引き続き支援します。 

 

６－１－３ 農業振興費 

丹波栗の郷づくり推進事業 
産業経済部 農業振興課 88－5028 

 

688 万円事業費 

622 万円

 

 

66 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 
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６．丹波力を活かした創意ある元気なまち     

丹波農業経営体育成支援事業 
産業経済部 農業振興課 88－5028 

710 万円事業費 

490 万円

 

 

220 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

国の経営体育成支援事業を活用し、人・農地プランに位置づけられた中心となる経営

体に対し、農業経営に必要な農業用施設、機械等を支援します。 

 

６－１－３ 担い手農業者育成事業 

丹波農地中間管理業務推進事業 
産業経済部 農業振興課 88－5028 

2,782 万 2 千円事業費 

2,780 万円

 

 

2 万 2 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

農地の集積、集約化を進めるため、農地中間管理機構の業務の一部を受託し、農地の

出し手と受け手のマッチング等を進めています。マッチングできた農地の出し手である

地域等については機構集積協力金が支給されます。 

 

６－１－３ 農地中間管理業務推進事業 

丹波６次産業化ネットワーク活動交付金 
産業経済部 農業振興課 88－5028 

4,000 万円事業費 

4,000 万円

 

 

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

他事業者とネットワークを組み、６次産業化の事業展開に必要な機械導入、施設整備、

販売関係などに対して支援します。 

 

６－１－３ 担い手農業者育成事業 

集落営農・担い手農業者育成支援事業 
産業経済部農業振興課 88－5028 
 

2,030 万円事業費 

 

 

2,030 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 

コメの生産調整の廃止を踏まえ、集落営農組織や認定農業者に機械化や施設導入を支

援します。 

 

６－１－３ 担い手農業者育成事業 
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６．丹波力を活かした創意ある元気なまち     被災地域農業再生対策事業 
産業経済部 農業振興課 88－5028 

1 億 149 万 4 千円事業費 

3,500 万円

 

 

6,649 万 4 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

人・農地プランを策定し、復旧農地を活用して集落営農組織・認定農業者が営農継続

する場合、その機械リース等について支援する。また、獣害防止柵の設置や制度資金に

よる支援を引き続き行います。 

 

６－１－３ 担い手農業者等災害復旧支援事業 

人・農地プラン作成支援事業 
産業経済部 農業振興課 88－5028 

150 万円事業費 

 
 

 

150 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

地域農業の高齢化などによる今後の担い手と農地の問題を解決するための具体的な計

画「未来の設計図（=人・農地プラン）」の作成にかかる経費に対し助成を行います。 

 

６－１－３ 人・農地問題加速化支援事業 

兵庫県畜産共進会実行委員会負担金 
産業経済部 農業振興課 88－5028 

250 万円事業費 

 

 

250 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

第 97 回兵庫県畜産共進会を丹波市で開催します。 

県下一円から優良な和牛が集う畜産関係の県下最大イベントを JA と共に行います。 

 

６－１－４ 畜産振興事業 

農業生産の基盤の整備及び改修を図り、生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産

の選択的拡大及び農業構造の改善に資することにより、効率的かつ安定的な農業経営の

確立を目指します。 

 

６－１－５ 基盤整備事業／市単独土地改良事業／ため池整備事業  

土地改良施設維持管理適正化事業／農林関係施設維持管理事業 

中山間地域総合整備事業／農村総合整備事業 

地域農業水利施設整備事業 

土地改良事業（通常分） 
産業経済部 農林整備課 74－1707 

2 億 3,102 万 4 千円事業費 

9,337 万 3 千円

1,160 万円

3,187 万 4 千円

9,417 万 7 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 
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６．丹波力を活かした創意ある元気なまち     
 高齢化や担い手不足により、農業･農村の多面的機能（国土の保全、水源のかん養、自

然環境の保全、文化の継承等）が低下しつつあるため、その機能の発揮のための地域活

動に対して支援を行い、今後とも継続的に多面的機能が適切に発揮されるとともに、担

い手の育成等の構造改革を支援します。 

【事業の内容】 

・農地維持支払交付金･･･農地・水路・農道等の地域資源の基礎的保全活動の支援、農村

の構造変化に対応した体制の拡充・強化、地域資源保全管理構想の作成等に対する交付

金 

・資源向上支払交付金（共同活動）･･･水路・農道等の軽微な補修や、農村環境保全・多

面的機能の増進を図る活動に対する交付金 

・資源向上支払交付金（長寿命化）･･･農業用施設（水路・農道・ため池等）の長寿命化

に対する交付金 

 

６－１－５ 多面的機能発揮促進事業 

多面的機能発揮促進事業 
産業経済部 農林整備課 74－1707 

3 億 5,296 万 2 千円事業費 

2 億 6,524 万 3 千円

  
8,771 万 9 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

森林活用計画調査 
産業経済部 農林整備課 74－1707 

767 万 5 千円事業費 

   
767 万 5 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 

・地域の森林整備の方向性を再認識するため、森林資源活用のゾーニング調査を実施し、

集約化された効率的な造林事業を促進します。 

・昨年の 8 月豪雨による被害森林の地質・植生等の調査を実施し、今後の復旧整備方法

を検討します。 

・市内公共建築物の木造化に向け、課題とされる「材料調達」がスムーズに行えるよう

市有林を対象とした高林齢（60 年生以上）の立木の品質や材長等を調査します。 

 

６－２－１ 林業総務費 

造林事業補助 
産業経済部 農林整備課 74－1707 

1,114 万 9 千円事業費 

   
1,114 万 9 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 
市内における森林の持つ多面的機能の維持・増進並びに、林業の活性化を図るため、

森林整備に対し補助を行います。 

また、昨年の豪雨災害による被害に伴う森林復興整備に対しては、単価の上乗せを行

います。 

 

６－２－２ 林業補助金交付金事業 

拡充 
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６．丹波力を活かした創意ある元気なまち     

 市内の林業関連企業との連携による公共施設への木質バイオマスチップの供給や、市

民グループ・市内ＮＰＯ法人が行う木質バイオマス活用事業（木の駅プロジェクト）に

対して、林地からの搬出支援を行います。 

 また、昨年の豪雨災害の被害にあった森林整備による、木材の搬出も促進します。 

 

６－２－２ 林業補助金交付事業 

木質バイオマス搬出支援 
産業経済部 農林整備課 74－1707 

1,485 万円事業費 

   
1,485 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 

地元産材利用促進事業補助 
産業経済部 農林整備課 74－1707 

 

1,370 万円事業費 

 

 

1,370 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 

住宅等への木材利用を推進することにより、地元産材の利用拡大と林業・木材産業の

活性化を図ります 

また、昨年の豪雨災害にて被災され、地元産材を利用し新築・造改築をされる場合、

補助単価を上乗せしています。 

 

６－２－２ 林業補助金交付事業 

 兵庫県が、平成 18 年度から導入してきた「県民緑税」を活用し、防災面での機能を高

める「災害に強い森づくり」を推進します。 

【事業の内容】 

・緊急防災林整備事業･･･人工林が大半を占める山地災害危険渓流域において、斜面の防

災機能の強化を図るため、間伐材を利用した土留工の設置を行います。 

・針葉樹林と広葉樹林との混交林整備事業･･･手入れ不足の高齢人工林を部分伐採し、そ

の跡地に広葉樹を植栽することにより、風水害等の防災機能の高い多様な混交林へ誘導

します。 

・住民参画型森林整備事業･･･地域住民やボランティア等による、自発的な「災害に強い

森づくり」整備活動に対し、資機材費等を支援します。 

 

６－１－５ 県民緑税活用事業 

県民緑税活用事業 
産業経済部 農林整備課 74－1707 

6,318 万 8 千円事業費 

6,318 万 8 千円

  
 

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 
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６．丹波力を活かした創意ある元気なまち      

地域資源等活用事業費補助金を活用して開発された新商品を大阪・神戸方面にＰＲす

ることを通じて丹波市の魅力を発信し、市内への誘客と地域経済の活性化を図ります。 

 

７－１－２ 商工振興事業 

地域資源活用新商品のＰＲ 
産業経済部 新産業創造課 74－1464 

405 万円事業費 

 

 

 

405 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 

市民参画型森林整備ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ  
産業経済部 農林整備課 74－1707 

150 万円事業費 

   
150 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

 林業のプロが自治会等に入り技術指導や安全講習会をはじめ、地域の森林や昨年の豪

雨災害の被害にあった森林への整備方針に対して、アドバイス等を行います。 

 

６－２－２ 林業補助金交付事業 

 森林整備の促進と森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう、計画的に集約化

事業を行う新たな「森林経営計画」の策定を重点的に支援します。 

 

６－２－２ 森林整備地域活動支援交付金事業 

森林整備地域活動支援 
産業経済部 農林整備課 74－1707 

 

1,738 万 5 千円事業費 

1,303 万 8 千円

 

 

434 万 7 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 

災害復旧に係る事業 
産業経済部 農林整備課 74－1707 

3 億 7,267 万円事業費 

2 億 3,906 万 8 千円

1,160 万円

1,248 万 2 千円

1 億 1,996 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

 昨年の 8 月豪雨災害により発生した、農地・農業用施設、林道・作業道の被災箇所に

ついて、復旧事業の進捗を図ります。 

 また、治山事業の市単独補助治山事業補助にて、簡易土留工の設置に対して補助を行

います。 

 

６－２－３ 治山事業 ／ 11－２－１ 過年発生分農地災害復旧事業 

11－２－２ 過年発生分農業用施設災害復旧事業 

11―２－３ 過年発生分林業施設災害復旧事業 
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６．丹波力を活かした創意ある元気なまち    
訪れた人に「来てよかった、また来たい。」と思っていただくためには、市民ひとりひ

とりが「おもてなし」の心を持ち、丹波市全体で「おもてなし」の向上を図ることが大

切です。 

観光に携わる人材の育成を目指した講座・研修会の実施や、市民の知恵を集めた多彩

な取り組みを支援します。 

 

７－１－３ 観光振興事業 

  市民観光おもてなし向上事業 
産業経済部 観光振興課 74－1149 

70 万円事業費 

 

 

 

70 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

地域おこし協力隊を活用し、観光まちづくりマネージャーとして、地域資源の積極的

な活用や、おもてなしの心の醸成、ニューツーリズムの推進により交流人口を増加させ、

消費促進など経済波及効果を生み出す観光まちづくりに取り組みます。 

 

７－１－３ 観光振興事業 

地域おこし協力隊の活用 
産業経済部 観光振興課 74－1149 

399 万 2 千円事業費 

 

 

 

399 万 2 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

① 社会資本総合整備交付金事業の推進 

丹波竜の里整備計画が最終年度となり、丹波竜化石の発掘現場を再現した化石産状

モニュメント、篠山川の地層や景観が眺められる遊歩道や展望広場等を整備します。

 

② 丹波・篠山恐竜化石フィールドミュージアム構想の推進 

世界的にも希少な恐竜や哺乳類化石等が産出した篠山層群をエリアとして、地球の

営みや生物の多様性を学び・体感できる自然環境学習フィルードづくりやエリア内の

魅力的な資源と連携をしながら地域の活性化を図っていきます。 

・地域住民と地域おこし協力隊員、外部専門家の連携による楽しみながら学べるプ

ログラムの創設、実践 

・たんば恐竜・哺乳類化石等を活かしたまちづくり推進協議会の推進体制の充実 

 

２－１－６ 丹波竜活用事業 

丹波竜化石発見現場周辺の整備 
産業経済部  

恐竜を活かしたまちづくり課 77－1887 

1 億 5,509 万 1 千円事業費 

5,900 万円

8,410 万円 
1,199 万 1 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 
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６．丹波力を活かした創意ある元気なまち     
① 丹波竜全身骨格復元模型の制作、学名決定による展示内容の追加・変更 

昨年８月に丹波竜は「タンバティタニス・アミキティアエ」と命名され、竜脚類の

新属新種であることが発表されました。これを受けこれまでの研究成果に基づき、体

長約１５m 原寸大の全身骨格復元模型を制作します。 

 さらに、丹波竜の詳細な解説など関連する展示物を追加、変更し、化石発見の感動か

ら、丹波竜の謎、古生物の魅力に迫る展示の充実を図ります。 

 

② 特別展の開催、恐竜映画への協賛 

 夏休み特別展（７月～８月）「獣脚類展」を開催し、獣脚類全身骨格模型、恐竜ロ

ボットの展示を行います。 

 また、８月公開予定の恐竜映画に協賛広告し、丹波竜や篠山層群のＰＲを行います。

 

２－１－６ 丹波竜活用事業 

丹波竜化石工房ちーたんの館充実 
産業経済部  

恐竜を活かしたまちづくり課 77－1887 

5,726 万円事業費 

1,600 万円

2,280 万円

153 万 4 千円

1,692 万 6 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 
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地方版総合戦略策定委託料 
企画総務部 総合政策課 82－0916 

 

500 万円事業費 

  

 

 

500 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

 人口減少の抑制と東京一極集中の是正のため、まち・ひと・しごと創生法が制定され

たことを受けて、国の長期ビジョン並びに総合戦略を勘案した地方版の総合戦略を策定

します。地方人口ビジョンを踏まえ、少子化、雇用、移住、結婚・出産・子育てなど地

域の課題解決に向けて、講ずべき基本的方向や具体策を検討します。 

 

２－１－６ 企画総務費 

・行政協力のお礼として、自治会長へ報奨金を支払います。 

・自治会組織の円滑な運営及び地域間相互の連絡調整等を推進するため、丹波市自治会

長会の活動に対して支援します。 

・自治会活動の活性化を促進するため、拠点施設である自治公民館等の新築（全部改築）、

大規模改修等に対して支援します。 

 

２－１－20 自治会活動事業 

自治会活動への支援 
まちづくり部 地域協働課 82-2272 

1 億 1,096 万 5 千円事業費 

 

1,510 万円

9,586 万 5 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 

 地域が目指す将来像を自ら描き、その実現に向け主体的に取り組む自治協議会に対し

て支援します。 

（地域づくり活動拠点施設整備事業補助金／地域づくり交付金／元気な地域づくり特別

事業交付金／地域再生拠点等プロジェクト支援事業補助金／地域づくり計画策定支援事

業補助金） 

 

２－１－９ 地域づくり総務費 ／ 各支所の地域づくり事業 

地域づくりへの支援 
まちづくり部 各支所／地域協働課 82-2272 

1 億 5,030 万 2 千円事業費 

890 万円

 

4,120 万円

1 億 20 万 2 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 
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８．行財政運営     

公共施設等総合管理計画の策定 
企画総務部 総合政策課 82－0916 

1,001 万 3 千円事業費 

 

 

 

1,001 万 3 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

 市が所有する公共施設等の現状を把握し、今後の管理に伴う財政負担の状況や人口減

少などを踏まえて、長期的な視点から公共施設の更新、統廃合、長寿命化等の方針を策

定します。平成 27 年度～28 年度の 2か年で策定します。 

 

２－１－１ 公共施設等総合管理事業 

ふるさと寄附金推進事業 
企画総務部 総合政策課 82－0916 

 

786 万 8 千円事業費 

 

 

650 万円

136 万８千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 

 「ふるさと寄附金」の寄附者に記念品として贈る特産品の更なる充実と民間ポータル

サイトからの申し込み及びクレジット払いを導入することで、寄附者の利便性の向上を

図り、寄附者の増加を目指します。 

 

２－１－６ 「恐竜の里たんば」ふるさと応援事業 

庁内情報系システム更新 
企画総務部 総務課 82－1002 

 

1 億 9,936 万 4 千円事業費 

 

 

 

1 億 9,936 万 4 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

老朽化による更新に合わせ、最新技術の導入により、サーバー台数の削減や管理機能

の強化を図ります。 

 

２－１－７ 情報システム管理事業 

  第 3 次行政改革プランの策定 
企画総務部 総合政策課 82－0916 

802 万 2 千円事業費 

 

 

 

802 万 2 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

 平成 27 年度から地方交付税の段階的な減額が始まるなか、将来にわたって健全な財政

基盤を維持するため、今後 10 年間の行財政改革の指針となる「第３次行政改革プラン」

を策定します。 

 

２－１－１ 行革・行政評価事業 
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８．行財政運営       
光ファイバー敷設支援 
企画総務部 総務課 82－1002 

 

1 億 1,000 万円事業費 

 

1 億 450 万円

 

550 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

光ファイバーの未整備地域において、通信事業者が敷設する工事費について補助金を

交付します。この補助制度により、市内全域で光ファイバーが利用できる環境を整えま

す。 

 

２－１－７ 情報システム管理事業 

人材育成・職場風土改善事業 
企画総務部 職員課 82－0722 

597 万 6 千円事業費 

 

 

 

597 万 6 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 

信頼される行政を再構築するため、丹波市職員人材育成基本方針のもとに、職場風土、

組織構造、職員個人の意識における課題を総合的にとらえ、組織として職場風土の改善

と人材育成に取り組みます。  

 

・職場風土改善を進める組織体制の構築と職場単位での改善運動の実施支援 

・人事評価制度研修 ・専門的な職員研修 ・自主研修グループ育成 

・OJT（職場内研修）学習教材の充実  

 

２－１－１ 職員研修・人材育成事業 

 民間の金融機関から借り入れた市債を対象に、５億円を繰り上げて返済し、信頼され

る財政運営を行います。 

 将来の公債費（借金を返す予算）を抑制でき、28 年度以降の利子の支払額で、約 4,000

万円の削減効果を見込んでいます。 

 

12－１－１ 長期債元金 

市債(市の借金)の繰上償還 
財務部 財政課 82－0029 

５億円事業費 

 

5 億円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 
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地域消費喚起型 総額：1 億 3,700 万円（単独分含む） 

  地域における消費喚起策やこれに直接効果を有する生活支援策、 しごとやひとの創

生など地方が直面する構造的な課題への実効ある取組みをするため、補正予算が国で

決定されました。 

 国の補正予算に伴う事業は、平成26年度補正予算に計上し、繰越事業として平成27

年度当初予算と一体的に実施します。 

○地域消費喚起型 総額：  １億3,700万円 

○地方創生先行型 総額：１億3,179万７千円 

 ●雇用の創出、産業振興 

 ●移住の促進 

●出産・子育ての支援 

○市単独 子育て応援 総額：  2,977万円 

地方創生先行型 総額：1 億 3,179 万 7 千円（単独分含む）

市内の消費喚起と景気浮揚を目的にプレミアム商品券を発行し、市内での購買力の向

上を図ります。 

併せて、市民が買い物を通じて市内を周遊する機会を創出するため、複数の地域を周

るスタンプラリーを実施します。 

 

７－１－２ 商工振興事業 

プレミアム商品券の発行支援 
産業経済部 新産業創造課 74－1464 

1 億 3,700 万円事業費 

1 億 3,247 万 9 千円

 

 

452 万 1 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 

市内に工場等を新設した企業や設備投資を行った市内企業が、市内在住者を新たに正

社員として雇用した場合に１人当たり 50 万円を補助します。 

 

５－１－１ 雇用奨励補助金交付事業 

雇用奨励補助事業 
産業経済部 新産業創造課 74－1464 

800 万円事業費 

230 万円

 

 

570 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 

●雇用の創出、産業振興 
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９．地域住民生活等緊急支援交付金     

ふるさと起業支援窓口「たんばチャレンジカフェ」を運営し、市内の起業家支援を推

進し、地域経済の活性化を目指します。 

 

７－１－２ 商工振興事業 

たんばチャレンジカフェの運営 
産業経済部 新産業創造課 74－1464 

600 万円事業費 

410 万円

 

 

190 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 

企業が従業員に対して行う、人材育成、安全衛生教育、職場内研修、定期健康診断な

どの費用を本事業で支援します。 

 

５－１－２ 雇用維持安定支援事業 

雇用対策補助事業 
産業経済部 新産業創造課 74－1464 

2,000 万円事業費 

1,250 万円

 

 

750 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 

商店街等の空き店舗解消による商店街活性化及び新規起業者の増加による市内経済の

活性化を図るため、新規起業にかかる初期投資及び家賃の一部を補助します。 

 

７－１－１ 商工振興事業 

新規起業者支援事業補助金 
産業経済部 新産業創造課 74－1464 

1,428 万 5 千円事業費 

830 万円

 

 

598 万 5 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 

新規就農者を受け入れる研修先が支払う給与を補助するほか、農業用施設の導入支援、

家賃補助等を行い、新規就農者をバックアップします。 

 

６－１－３ 新規就農促進事業 

新規就農者等支援・育成事業 
産業経済部 農業振興課 88－5028 

334 万 8 千円事業費 

90 万円

 

 

244 万 8 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 
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９．地域住民生活等緊急支援交付金     

「丹波栗・丹波大納言小豆・丹波黒豆」の地域資源の積極的な活用で、市内外に丹波

市の素材の良さを伝え、観光客の誘導による消費促進等経済波及効果を生み出す取り組

みです。ご当地グルメ開発のワークショップを展開し、ご当地スィーツを開発し、誘客

や地域活性につなげていきます。 

 

７－１－３ 観光振興事業 

丹波スターコンテンツ活用事業 
産業経済部 観光振興課 74－1149 

650 万円事業費 

440 万円

 

 

210 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

被災農地において営農再開する集落営農組織、認定農業者、若手農業者に対し、農業

用機械のリースや修繕に係る費用を補助します。 

 

６－１－３ 担い手農業者等災害復旧支援事業 

担い手農業者等支援事業補助金（災害復旧） 
産業経済部 農業振興課 88－5028 

500 万円事業費 

20 万円

 

 

480 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

空き家や空き店舗などの施設を活用し、新たにＩＴ関連の事務所等を設置する事業者

に対して、開設に係る経費の一部を補助します。 

 

７－１－２ 企業誘致推進事業 

ＩＴ関連事業所振興支援事業補助金
産業経済部 新産業創造課 74－1464 

353 万 6 千円事業費 

20 万円

 

 

333 万 6 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 

木質バイオマス等の新エネルギーを普及・推進することを通して、持続可能な地域づ

くりをサポートする民間推進主体を創設し、里山や森林の整備・再生、木質バイオマス

の利活用による地域内の経済循環・雇用創出のための仕組みづくりを提案し、地域の活

性化を図ります。 

事業の推進には、総務省の特別交付金制度を活用します。 

 

４－１－４ 新・省エネルギー普及事業 

新エネルギー推進事業 
生活環境部 環境政策課 82－1290 

 

800 万円事業費 

578 万 6 千円

 

 

221 万 4 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 
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９．地域住民生活等緊急支援交付金     

次世代を担う子どもの誕生を祝福し、出産時の経済的支援と子どもの健やかな成長を

願うとともに、定住促進・市の活性化を図るため、３子目の出産から祝金を支給します。

 

第３子以降出産  １子につき２０万円 

 

３－１－１ 出産祝金支給事業 

ツープラス１出産祝金 
福祉部 社会福祉課 74－1130 

3,001 万円事業費 

2,400 万円

 

 

601 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 

移住希望者に対して、丹波市の豊かな自然環境や地域ぐるみのまちづくり活動など丹

波市の魅力を紹介、案内し、丹波市への移住や週末滞在、田舎暮らし体験や就農・地域

活動など田舎暮らしに関するワンストップ相談を行います。 

 

２－１－６ U・Ｉターン推進事業 

丹（まごころ）の里田舎暮らしワンストップ相談事業 
まちづくり部 地域協働課 82－2272 

713 万円事業費 

420 万円

 

 

293 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 

空き家を有用な地域資源として捉え、空き家を紹介するシステムの構築と、空き家の

所有者や購入・賃借により利活用を希望される方への相談窓口を設置し、利活用の促進

を図ります。 

 

８－６－１ 住宅総務費 

  空き家の利活用対策 
建設部 都市住宅課 74－2364 

175 万円事業費 

20 万円

 

 

155 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

●移住の促進 

●出産・子育ての支援 
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９．地域住民生活等緊急支援交付金    

市単独 子育て応援 総額：2,977 万円 

国の交付金に併せて、丹波市が直面する構造的な課題への実効ある取組み

をするため、「子育て応援給付金事業」を行います。 

丹波市に住む子育て世帯を応援するため、国の子育て世帯への臨時給付金に加算し、

丹波市独自で児童１人当たり３千円を給付します。 

 

 [子育て応援給付金：対象児童１人あたり３千円] 

 

３－２－１ 子育て応援給付金事業 

子育て応援給付金事業 
福祉部 社会福祉課 74－1130 

2,977 万円事業費 

 
 

 

2,977 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 新規 

 子育て中の家庭のニーズにあった情報をサイトを通じて効果的に提供することによ

り、子育てに係わる家庭や支援する人たちとの交流を深め、地域の子育て支援力の向上

を図ります。 

 

３－２－１ 子育て支援事業 

子育てサイト「すくすくポケット」の運営 
教育部 子育て支援課 70－0813 

143 万 8 千円事業費 

80 万円

 

 

63 万 8 千円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 

認定こども園において、子育て支援のセ―フティネットとして病児病後児保育が実施

されるよう看護師配置を支援します。 

 

３－２－４ 幼児教育・保育推進事業 

看護師配置事業 
教育部 子育て支援課 70－0813 

1,680 万円事業費 

830 万円

 

 

850 万円

国県のお金 
市の借金 
その他 
市のお金 

内

訳 拡充 
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資 料 編 

（単位：千円、％） 

区   分 平成27年度 平成26年度 
H27とH26 

の比較 
増減率 

一般会計 37,800,000 36,500,000 1,300,000 3.6 ① 国民健康保険特別会計事業勘定 8,820,000 7,638,000 1,182,000 15.5

② 国民健康保険特別会計直診勘定 238,400 217,400 21,000 9.7

③ 介護保険特別会計保険事業勘定 6,036,000 6,511,000 △475,000 △7.3

④ 介護保険特別会計サービス事業勘定 71,500 67,500 4,000 5.9

⑤ 後期高齢者医療特別会計 834,000 862,000 △28,000 △3.2

⑥ 訪問看護ステーション特別会計 17,200 19,200 △2,000 △10.4

⑦ 下水道特別会計 － 3,913,000 △3,913,000 皆減 

⑧ 地方卸売市場特別会計 13,800 4,300 9,500 220.9

⑨ 駐車場特別会計 25,900 13,400 12,500 93.3

⑩ 看護専門学校特別会計 195,700 － 195,700 皆増 

⑪ 農業共済特別会計（収益的収支） 194,700 183,500 11,200 6.1

特別会計合計（①～⑪） 16,447,200 19,429,300 △2,982,100 △15.3

水道事業会計（収益的収支） 2,189,000 2,154,000 35,000 1.6

水道事業会計（資本的収支） 2,090,000 2,110,000 △20,000 △0.9

下水道事業会計（収益的収支） 4,368,000 － 4,368,000 皆増 

下水道事業会計（資本的収支） 2,585,800 － 2,585,800 皆増 

公営企業会計合計 11,232,800 4,264,000 6,968,800 31.6

全 会 計 の 合 計 65,480,000 60,193,300 5,286,700 8.8

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 654億8,000万円 

365

一般会計

378

194

特別会計

164

43

公営企業会計

112

0 100 200 300 400 500 600 700

H26

H27

（億円）
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資 料 編     自主財源である市税収入については、個人市民税では、給与所得者の賃金の改善が見込まれるものの、

前回の消費税率の引上げ及び円安を通じた原材料高により事業所得者の実質所得が減少するとともに、

人口の減少により、昨年度よりも減額を見込んでいます。法人市民税については、大企業を中心に収益

の改善の動きがみられ、昨年度当初予算より増額となる見込みです。固定資産税においては、平成27年

度は３年に一回の評価替え年度にあたり、減額を見込んでいます。市税全体では、前年度対比１億9,425

万２千円（△2.7％）の減額を見込んでいます。 

地方交付税のうち普通交付税については、逓減期間の１年目にあたることから基準財政需要額の減額、

並びに地方消費税交付金の増額により基準財政収入額の増額を見込み、前年度対比１億円（△0.8％）の

減額を見込んでいます。特別交付税については、昨年度と同額を見込んでいます。 

歳入構成比は、地方交付税34.1％、市税18.7％、国県支出金15.6％、市債14.8％、繰入金6.4％、その

他の使用料及び手数料、諸収入などは10.4％となっています。うち、自主財源の比率は約31％で中長期

的にも市税を中心とした自主財源の増収確保による財政基盤の強化が課題となっています。 

 
（単位：千円、％） 

区   分 

平成27年度 平成26年度 増減額 

増減率 予算額 

（A） 
構成比

予算額 

(B) 
構成比 (A)-(B) 

1 市税        ※ 7,070,518 18.7 7,264,770 19.9 △ 194,252 △ 2.7

2 地方譲与税 325,000 0.9 334,000 0.9 △ 9,000 △ 2.7

3 利子割交付金 16,000 0.0 21,000 0.1 △ 5,000 △ 23.8

4 配当割交付金 44,000 0.1 45,000 0.1 △ 1,000 △ 2.2

5 株式等譲渡所得割交付金 18,000 0.0 6,000 0.0 12,000 200.0

6 地方消費税交付金 1,166,000 3.1 722,000 2.0 444,000 61.5

7 ゴルフ場利用税交付金 22,000 0.1 21,000 0.1 1,000 4.8

8 自動車取得税交付金 80,000 0.2 59,000 0.2 21,000 35.6

9 地方特例交付金 26,000 0.1 27,000 0.1 △ 1,000 △ 3.7

10 地方交付税 12,900,000 34.1 13,000,000 35.6 △ 100,000 △ 0.8

11 交通安全対策特別交付金 9,000 0.0 9,000 0.0 0 0.0

12 分担金及び負担金  ※ 249,002 0.7 294,955 0.8 △ 45,953 △ 15.6

13 使用料及び手数料  ※ 564,533 1.5 583,454 1.6 △ 18,921 △ 3.2

14 国庫支出金 3,550,979 9.4 2,770,667 7.6 780,312 28.2

15 県支出金 2,335,527 6.2 2,446,866 6.7 △ 111,339 △ 4.6

16 財産収入      ※ 76,697 0.2 107,049 0.3 △ 30,352 △ 28.4

17 寄附金       ※ 6,546 0.0 3,046 0.0 3,500 114.9

18 繰入金        ※ 2,438,004 6.4 2,642,151 7.2 △ 204,147 △ 7.7

19 繰越金       ※ 200,000 0.5 200,000 0.5 0 0.0

20 諸収入       ※ 1,122,494 3.0 982,042 2.7 140,452 14.3

21 市債 5,579,700 14.8 4,961,000 13.6 618,700 12.5

合   計 37,800,000 100.0 36,500,000 100.0 1,300,000 3.6

※は、自主財源です。 

一般会計 歳入 378億円 

47



 
資 料 編   

譲与税・交付金は、国や県が徴収した税の全部又は一部が市町村に配分されるものです。 

譲与税には、地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税があります。 

 また、交付金には、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交

付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金及び交通安全対策特別交付金があります。 

17億600万円（前年度対比 37.1％・構成比 4.5％）地方譲与税・交付金 

主なもの  保育所運営費負担金（保育料）         1億32万円 

アフタースクール事業利用者負担金 5,587万2千円 

障害児通所支援事業負担金 2,118万3千円 

中山間地域総合整備事業分担金 2,004万8千円 

2億4,900万2千円（前年度対比 △ 15.6％・構成比 0.7％）分担金及び負担金 

個人市民税では、給与所得者の賃金の改善が見込まれるものの、昨年の消費税率の引上げ及び円安を通じた原材料高に

より事業所得者の実質所得が減少するとともに、人口の減少及び丹波市豪雨災害による被害によって前年度よりも減額と

なる見込みです。 

法人市民税では、大企業を中心に収益の改善の動きがみられ、消費税率の再引き上げが延期されたことなどにより、今

後は景気のゆるやかな回復基調が続いていくと予想され、前年度当初予算より増額となる見込みです。 

固定資産税では、平成27年度は３年に一回の評価替え年度にあたります。土地は、昨年に引き続き地価が下落傾向にあ

るため減額となります。家屋については新増築等による増額を見込みますが、評価替えによる在来家屋の評価額減価によ

り税額が大きく減額となります。償却資産では、景気回復による若干の設備投資はみられるが、既存設備の減価を見込む

と減額となります。固定資産税全体では、平成27年度評価替えによる影響により大きく減額となる見込みです。 

軽自動車税では、性能や燃費の向上を受けて軽自動車への買い替えが進んでおり、毎年台数が増加していることから、

前年度より増額となる見込みです。 

たばこ税では、若年層のたばこ離れ等による喫煙率の減少から、昨年度より減額となる見込みです。 
（単位：千円,％） 

区  分 平成27年度 平成26年度 増減率 H27構成比 

市民税 2,930,110 2,956,110 △ 0.9 41.5 

 

個人市民税 2,398,100 2,470,100 △ 2.9 33.9 

法人市民税 532,010 486,010   9.5 7.6 

固定資産税 3,552,261 3,707,020 △ 4.2 50.2 

 

固定資産税 3,543,100 3,696,100 △ 4.1 50.1 

国有資産等所在市交付金 9,161 10,920 △ 16.1 0.1 

軽自動車税 190,010 184,010 3.3 2.7 

市たばこ税 398,000 417,500 △ 4.7 5.6

入湯税 137 130 5.4 0.0 

合  計 7,070,518 7,264,770 △ 2.7 100.0%

70 億 7,051 万 8 千円（前年度対比 △ 2.7％・構成比 18.7％）市税 

129億円（前年度対比 △ 0.8％・構成比 34.1％）

普通交付税 119億円 

特別交付税 10億円 

  

平成27年度は、普通交付税の逓減期間（５年間）の１年目と

なり、基準財政需要額が減少することや、地方消費税交付金が

増額になることにより、基準財政収入額の増額等が見込まれる

ことから、前年度より１億円の減額を見込んでいます。 

 特別交付税については、前年度と同額を見込んでいます。

地方交付税 

122.0 120.7 122.3 120.0 119.0 

14.4 13.7 13.9 10.0 10.0 

60 

80 

100 

120 

H23決算 H24決算 H25決算 H26予算 H27予算

(億円)
地方交付税額の推移 特別交付税

●主な使用料    市営住宅等の住宅使用料 1億8,440万3千円 

道路占用料、法定外公共物等の使用料 3,030万円 

柏原・氷上斎場使用料                  2,115万円 

●主な手数料  ごみ収集、ごみ持込、浄化槽維持管理等の手数料 2億1,773万4千円 

戸籍、住民票、印鑑証明、諸証明の手数料 2,670万円 

●診療収入   休日診療所の診療収入 1,032万円 5億6,453万3千円（前年度対比 △ 3.2％・構成比 1.5％）使用料及び手数料 
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主なもの 

●貸付金元利収入  中小企業経営改善資金預託金元金収入 4億円 

●雑入       給食事業収入 3億44万円 

消防団員退職報奨金 2億1,000万円 11億2,249万4千円（前年度対比 14.3％・構成比 3.0％）諸収入 

●国庫支出金  35億5,097万9千円（前年度対比 28.2％） 

主なもの  児童手当負担金 7億8,343万3千円 

保育所運営費負担金 5億1,949万5千円 

障害福祉サービス等給付費負担金 4億3,741万2千円 

生活保護費負担金 2億6,970万5千円 

農林水産業施設災害復旧事業国庫負担金 2億3,531万9千円 

公共土木施設災害復旧事業国庫負担金       2億2,100万円 

 

●県支出金   23億3,552万7千円（前年度対比 △ 4.6％） 

主なもの  多面的機能発揮促進事業補助金 2億6,214万9千円 

保育所運営費負担金 2億5,974万7千円 

障害福祉サービス等給付費負担金 2億1,870万6千円 

58億8,650万6千円（前年度対比 12.8％・構成比 15.6％）国庫支出金及び県支出金 

防災行政無線整備事業、広域道路ネットワーク事業、学校施設整備事業などの増額計上した事業があり、前年度対比で

は増額となっています。 

投資的経費等に充当する市債は、37億9,630万円を計上し、前年度対比６.1％増となっています。 

また、普通交付税の振替措置である臨時財政対策債については、平成26年度確定額に国の地方債計画の増減率△19.1％

を乗じ11億6,500万円、前年度対比15.7％減を見込んでいます。 

 

     ●辺地対策事業債 1億2,810万円 

        ●公共事業等債 1億5,540万円 

        ●緊急防災・減災事業債                1億9,100万円 

        ●合併特例債 36億5,290万円 

●補助災害復旧事業債                  7,340万円 

●単独災害復旧事業債                  4,000万円 

●全国防災事業債                  1億7,390万円 

●臨時財政対策債 11億6,500万円 

（詳細は56頁の「市債借入予定額一覧」をご覧ください） 

 

合併特例債借入状況                                        （単位：千円） 

区    分 
平成25年度以前

（借入額） 

平成26年度 平成27年度 

(発行予定額) 
合 計 発行上限額 

（H25分借入見込額） （借入予定額）

建 設 事 業 分 19,595,800 3,907,200 2,056,200 3,652,900 29,212,100 38,937,400

地域振興基金積立分 3,800,000 - - - 3,800,000 3,800,000

合 計 23,395,800 3,907,200 2,056,200 3,652,900 33,012,100 42,737,400

※平成26年度（H25分借入見込額）欄は、平成25年度からの繰越分を記載しています。 

55億7,970万円（前年度対比 12.5％・構成比 14.8％）市債 

主なもの 

財政調整基金繰入金 10億4,700万円 

減債基金繰入金 5億円 

特定目的基金繰入金 8億9,088万8千円 

地域振興基金繰入金 4億1,670万円 

情報基盤整備基金繰入金 1億9,900万円 

一般廃棄物基金繰入金 1億2,000万円 
 

（詳細は56頁の「基金の残高見込一覧」をご覧ください） 

24億3,800万4千円（前年度対比 △ 7.7％・構成比 6.4％）繰入金 
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資 料 編   総務費は、情報システム管理事業、防災行政無線整備事業などの増額により、前年度対比13.5％の増

加となっています。 

民生費は、幼保一元化事業などの減額により、前年度対比17.8％の減少となっています。 

衛生費は、一般廃棄物処理施設建設事業、一般廃棄物処理施設整理事業などの増額により、前年度対

比30.5％の増加となっています。 

労働費は、緊急雇用就業機会創出事業の減額により、前年度対比82.1％の減少となっています。 

農林水産業費は、担い手農業者等災害復旧支援事業、多面的機能発揮促進事業などの増額により、前

年度対比18.2％の増加となっています。 

商工費は、商工振興事業の減額により、前年度対比3.5％の減少となっています。 

土木費は、プロジェクト関連事業、橋りょう長寿命化事業、河川改良事業などの増額により、前年度

対比23.7％の増加となっています。 

消防費は、消防団管理事業などの増額により、前年度対比43.5％の増加となっています。 

教育費は、小・中学校施設整備事業などの増額により、前年度対比9.8％の増加となっています。 

災害復旧費は、道路・河川の災害応急復旧事業の増額により、前年度対比4,324.4％の増加となってい

ます。 

公債費は、繰上償還の縮減などにより、前年度対比15.6％の減少となっています。      （単位：千円、％） 

区    分  
平成27年度 平成26年度 増減額 

（A)-(B） 
増減率 

予算額(A) 構成比 予算額(B) 構成比 

1 議 会 費 
議員の報酬や議会事務局職員の人件

費、議会運営などに係る経費です。 
232,397 0.6 221,767 0.6  10,630 4.8

2 総 務 費 

庁舎などの管理事務に関する経費、企

画調整事務、財政・財務管理に要する

経費のほか、市税の賦課・戸籍住民基

本台帳・選挙・統計調査に係る経費で

す。 

4,022,430 10.6 3,544,210 9.7  478,220 13.5

3 民 生 費 

子育て支援、老人・障害者などの福祉

の充実や生活保護などに係る経費で

す。 

9,442,588 25.0 11,491,518 31.5  △ 2,048,930 △ 17.8

4 衛 生 費 

市民の健康を保持増進し、生活環境の

改善を図るとともに、医療、公衆衛生、

精神衛生などに係る経費と、ごみなど

の一般廃棄物の収集・処理などに係る

経費です。 

4,454,317 11.8 3,413,596 9.4  1,040,721 30.5

5 労 働 費 
労働者の福祉向上や就労支援などに係

る経費です。 
21,030 0.1 117,478 0.3  △ 96,448 △82.1

6 農林水産業費 

農林業の振興、技術の普及、土地改良

施設、農業集落排水施設などに係る経

費です。 

2,757,108 7.3 2,333,239 6.4  423,869 18.2

7 商 工 費 
商工業の振興と、中小企業の育成、企

業誘致などに係る経費です。 
884,454 2.3 916,594 2.5  △ 32,140 △ 3.5

8 土 木 費 

まちの基盤整備を図るため、道路、河

川、住宅、公園、公共下水道などの各

種公共施設の建設、整備を行うととも

に、これらの施設の維持管理に係る経

費です。 

4,276,465 11.3 3,455,800 9.5  820,665 23.7

9 消 防 費 

火災、風水害、地震等の災害から市民

の生命、身体及び財産を守るための経

費です。 

1,425,640 3.8 993,507 2.7  432,133 43.5

10 教 育 費 

教育の振興と文化の向上を図るため、

学校教育、社会教育などの教育行政に

係る経費です。 

4,605,048 12.2 4,192,280 11.5  412,768 9.8

11 災 害 復 旧 費 
大雨、台風、地震などの災害により、

被災した施設の復旧に係る経費です。
774,277 2.0 17,500 0.0  756,777 4,324.4

12 公 債 費 

事業を行うために国や金融機関などか

ら借り入れた市債（借金）の返済金で

す。 

4,874,246 12.9 5,772,511 15.8  △ 898,265 △ 15.6

14 予 備 費 
緊急に支出を必要とする場合のための

経費です。 
30,000 0.1 30,000 0.1  0 0.0

合    計   37,800,000 100.0 36,500,000 100.0  1,300,000 3.6

一般会計 歳出 378億円 
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資 料 編   丹波市クリーンセンターの稼働にあわせて閉鎖する一般廃棄物処理施設の解体費用等の除却費用や丹波市クリーンセ

ンターの施設管理委託料、社会体育施設の指定管理委託料等の委託料等の増、電気料金の増により、前年度より全体で

８億 9,189 万 2 千円の増額となっています。 
 

 （参考）賃金の推移             （単位：千円） 

 

 

 

 

    ※決算は地方財政状況調査（普通会計決算統計）の数値、予算は同調査に準じた数値です。 

57億8,149万３千円（前年度対比 18.2％・構成比 15.3％）物件費 

 主な増額の要因として、障害者医療費給付事業や保育所運営費の施設型給付費等により、前年度より全体で１億4,881

万７千円の増額となっています。 
 
   民生関係の扶助費 46億7,460万5千円 

    （生活保護扶助費、児童手当給付金、保育所運営費など） 

   教育関係の扶助費 5,749万1千円 

    （特別支援教育就学奨励費、要保護・準要保護児童就学援助費など） 

   保健衛生関係の扶助費 873万7千円 
    （未熟児養育医療費、予防接種扶助費） 

47億4,083万3千円（前年度対比 3.2％・構成比 12.6％）扶助費 

主なもの 

    下水道事業会計繰出金（公共下水道・農業集落排水・コミプラ） 24億5,471万9千円 

多面的機能発揮促進事業補助金（長寿命化・農地維持支払）  2億7,615万6千円 

消防団員退職報償金 2億1,000万円 

水道事業会計繰出金 1億6,347万2千円 

篠山市清掃センター運営負担金 1億2,030万1千円 

氷上多可衛生事務組合負担金 1億1,908万4千円 

空き家等対策事業                       1億1,520万円 

61億1,064万6千円（前年度対比 94.6％・構成比 16.2％）補助費等 

財政調整基金や減債基金など各基金への積立金及び利子積立金を計上しています。 

（詳細は、56頁の「基金の残高見込一覧」をご覧ください。）

主な積立金  

庁舎整備事業基金 １億5,000万円   情報基盤整備基金 １億円 

3億2,947万7千円（前年度対比 10.4％・構成比 0.9％）積立金 

幼保一元化事業、ホール管理事業、教育情報化事業の減額により、前年度より0.9％の減額となっています。国県支出

金、市債、基金繰入金などの特定財源が47億4,950万９千円と前年度対比10.8％増となり、一般財源が10億1,285万円と前

年度対比33.8％減となっています。 

（詳細は、57・58頁の「主な普通建設事業の一覧」をご覧ください。） 

57億6,235万9千円（前年度対比 △ 0.9％・構成比 15.2％）普通建設事業費 

H22 決算 H23 決算 H24 決算 H25 決算 H26 予算 H27 予算

723,019 741,079 748,659 713,362 715,699 724,054
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資 料 編   

主な増額要因としては、災害復旧事業費が増額となり、全体では６億8,608万円の増額となっています。 

 

維持補修費 5億5,554万5千円 

災害復旧事業費 7億7,427万7千円 

投資及び出資金・貸付金 11億4,091万8千円 

水道事業会計繰出金（出資金） 7億141万８千円 

下水道事業会計繰出金 1,500万円 

中小企業振興資金貸付金 4億円 

医師研究資金貸付金                2,450万円 

予備費 3,000万円

25億74万円（前年度対比 37.8％・構成比 6.6％）その他の歳出 

前年度より、国民健康保険特別会計繰出金が１億1,323万２千円の増額、看護専門学校特別会計繰出金が１億270万５千

円の皆増となりましたが、下水道特別会計繰出金が皆減となり、全体で23億1,075万円の減額となっています。 
 

各会計別の繰出金 

国民健康保険特別会計事業勘定 4億9,034万4千円 

国民健康保険特別会計直診勘定 6,681万2千円 

介護保険特別会計保険事業勘定 9億1,604万8千円 

介護保険特別会計サービス事業勘定 3,590万円 

後期高齢者医療特別会計 11億4,838万6千円 

訪問看護ステーション特別会計 810万円 

看護専門学校特別会計 1億270万5千円 

農業共済特別会計 3,100万円 

地方卸売市場特別会計繰出金                  748万8千円 

28億678万3千円（前年度対比 △ 45.2％・構成比 7.4％）繰出金 

合併以降、繰上償還を平成17年度から平成25年度までに約161億円、平成26年度は約13億円を行うことにより、市債残

高が平成17年度末と比較すると約139億円減少する見込みです。 

 繰上償還による市債残高の縮減、繰上償還実施額の減少により公債費（市債の返済）が前年度対比８億9,826万5千円の

減額となっています。 

 

   元金    44億72万5千円 （うち繰上償還 民間資金 ５億円） 

   利子   4億7,352万1千円 （うち一時借入金利子   550万円） 

48億7,424万6千円（前年度対比 △15.6％・構成比 12.9％）公債費 
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資 料 編   

●常勤一般職員数・非常勤職員数（全会計）   

  

 
 

●職員の平均年齢・平均給料月額・平均給与月額（一般会計） 

 
 

 

●職員給料総額の推移（全会計） 
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3,200

H17決算 H22決算 H23決算 H24決算 H25決算 H26当初 H27当初

（百万円）

職員の状況 

 職員数は定員適正化計画に対して31人増ですが、一般会計では前年対比7人減となり、常勤一般職の給与費は、前年度

対比１億7,169万７千円の減額となっています。 
 

常勤特別職 （市長・副市長・教育長） 4,779万5千円 

   非常勤特別職（議会議員  20人） 1億6,283万5千円 

         （その他 3,127人） 1億5,218万8千円 

常勤一般職 （565人） 45億3,060万5千円※ 
（※普通建設事業・災害復旧事業に直接従事している職員については、各事業の事務費から支弁される支弁人件費 8,169万8千円除く。） 

48億9,342万3千円（前年度対比 △ 3.3％・構成比 12.9％）人件費 

●ラスパイレス指数の比較 
年度 丹波市 篠山市 三田市 西脇市 養父市 豊岡市 

H22 96.6 94.7 99.7 97.6 94.4 96.1 

H23 96.2 94.8 99.9 98.2 94.3 96.0 

H24
103.9 

（ 96.0）

102.1 

( 94.4) 

111.3 

(102.9)

106.5 

( 98.4) 

102.2 

( 94.4) 

103.5 

( 95.6) 

H25
103.7 

( 95.8)

101.4 

( 93.7)

111.1 

(102.6)

106.1 

( 98.0) 

102.2 

( 94.4) 

102.9 

( 95.1)

H26 96.2 94.0 100.8 98.0 95.2 94.7 

※ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を 100 とした場合の地方公務員の給与水準 

を示す指数です。 

※（ ）は、国家公務員の時限的な(2年間)給与改定特例法による措置がないとした場合の 

値です。 

人 人 

H16.10.31 H27.4.1 H26.4.1 H25.4.1 H24.4.1 H23.4.1 H22.4.1 
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資 料 編  （単位：千円、％） 

目的別 

性質別 
議会費 総務費 民生費 衛生費 労働費 農林水産業費 商工費 土木費 

歳 

出 

性 

質 

別 

経 

費 

人 件 費 204,815 1,582,547 620,608 441,192 272,557 73,883 367,117

物 件 費 24,068 875,394 591,977 1,634,645 15,374 157,492 135,478 246,377

維 持 補 修 費  10,468 2,775 1,910 500 5,952 393,173

扶 助 費  4,674,605 8,737  

補 助 費 等 3,514 418,244 778,182 911,911 5,156 1,865,730 221,310 1,499,018

普通建設事業費  862,438 182,764 551,112 416,889 52,794 1,755,780

災害復旧事業費   

公 債 費   

積 立 金  273,339 999 1,275  989

投資及び出資金 

･ 貸 付 金 
 725,918  400,000

繰 出 金  2,590,678 177,617 38,488 15,000

予 備 費   

歳 出 合 計 232,397 4,022,430 9,442,588 4,454,317 21,030 2,757,108 884,454 4,276,465

構成比（目的別） 0.6 10.6 25.0 11.8 0.1 7.3 2.3 11.3

財 

源 

内 

訳 

国 県 支 出 金  290,025 3,835,729 20,611 8,987 629,835 8,052 371,001

地 方 債  445,000 19,600 1,089,400 11,600 1,277,200

そ の 他 240 511,647 264,455 613,658 927 157,483 54,466 92,686

一 般 財 源 232,157 2,775,758 5,322,804 2,730,648 11,116 1,958,190 821,936 2,535,578 
      目的別 

 性質別 
消防費 教育費 災害復旧費 公債費 予備費 合 計 

構成比 

（性質別）

歳 

出 

性 

質 

別 

経 

費 

人 件 費 627,362 703,342 4,893,423 12.9

物 件 費 159,929 1,940,759 5,781,493 15.3

維 持 補 修 費 744 140,023 555,545 1.5

扶 助 費  57,491 4,740,833 12.6

補 助 費 等 288,816 118,765 6,110,646 16.2

普通建設事業費 347,147 1,593,435 5,762,359 15.2

災害復旧事業費  774,277 774,277 2.0

公 債 費  4,874,246 4,874,246 12.9

積 立 金 1,642 51,233 329,477 0.9

投資及び出資金 

･ 貸 付 金 
 1,140,918 3.0

繰 出 金  2,806,783 7.4

予 備 費  30,000 30,000 0.1

歳 出 合 計 1,425,640 4,605,048 774,277 4,874,246 30,000 37,800,000 100.0

構成比（目的別） 3.8 12.2 2.0 12.9 0.1 100.0   

財 

源 

内 

訳 

国 県 支 出 金 1,063 256,034 432,068 5,853,405 15.5

地 方 債 294,600 1,163,900 113,400 4,414,700 11.7

そ の 他 220,759 385,776 12,482 154,801 2,469,380 6.5

一 般 財 源 909,218 2,799,338 216,327 4,719,445 30,000 25,062,515 66.3

一般会計 目的別性質別予算一覧 
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資 料 編      

地方公共団体が財政上必要とする資金を国や金融機関などから長期にわたって借り入れるお金です。 

 

 

平成27年度末見込みで一般会計337億円、特別会計と公営企業会計（水道事業会計・下水道事業会計）を含めると全会

計の合計は758億円となり、合併後に毎年繰上償還を実施しているため、平成16年度末から303億円減少しています。 

また、市民１人当たりの平成25年度末市債残高（普通会計）は49万円となっています。後世への負担を少しでも軽減

するため、繰上償還を行うとともに、地方債残高が増加しないよう発行額の抑制に努める必要があります。 
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財政調整基金 財政の健全な運営に資するために年度間の財源の不均衡を調整する基金 

減 債 基 金 市債の償還を計画的に行うための資金を積み立てる目的で設置する基金 

特定目的基金 地域づくりや学校整備など特定の目的を計画的に実施するために資金を積み立てる基金 

 

 

平成22年度以降は増加傾向にありましたが、平成26年度では８月豪雨災害等により財政調整基金が大きく減少する

と見込んでいます。 

平成27年度以降の普通交付税の減少に備え、財政規模に対応した基金残高の維持確保が必要です。 

（※基金残高の内訳は、56頁の「基金の残高見込一覧」をご覧ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※下水道事業会計については、地方公営企業法適用前の H26

年度までは特別会計で分類しています。 
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資 料 編   起 債 名 称 事  業  名 

発行予定額
（千円） 

辺地対策事業債 

発行予定額：  128,100千円 

自治公民館等施設整備事業 15,100

辺地対策道路整備事業 113,000

公共事業等債 

発行予定額：  155,400千円 県営経営体育成基盤整備事業 900

震災対策農業水利施設整備事業 10,700

橋りょう長寿命化事業 61,200

道路舗装事業 14,400

急傾斜地崩壊対策事業 19,600

河川改良事業 30,600

河川災害関連事業 18,000

一般単独・緊急防災・減災事業債 

発行予定額：  191,000千円 
防災行政無線整備事業 191,000

一般単独・合併特例債 テレビ共同受信施設格差是正事業 27,500

発行予定額： 3,652,900千円 丹波竜活用事業 106,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高速情報通信網整備事業 104,500

地域医療総合支援センター（仮称）整備事業（民生債・衛生債） 68,400

幼保一元化事業 3,800

水道事業 567,200

看護専門学校整備事業 36,200

一般廃棄物処理施設建設事業 433,400

広域道路ネットワーク事業（国庫交付金等道路整備事業、交通安全施設等整備事業、プロジェクト関連事業） 1,005,400

下水処理状況管理装置整備事業（公共下水道事業） 15,000

常備防災整備事業 60,900

非常備防災整備事業 233,700

学校教育施設整備事業（小・中学校施設整備事業、学校給食施設整備事業） 951,600

社会教育施設整備事業 38,400

補助災害復旧事業債 公共土木施設災害復旧事業 61,800

発行予定額：   73,400千円 農林水産業施設災害復旧事業 11,600

単独災害復旧事業債 
公共土木施設災害復旧事業 40,000

発行予定額：     40,000千円 

全国防災事業債 
学校教育施設整備事業（小・中学校施設整備事業） 173,900

発行予定額：    173,900千円 

臨時財政対策債 1,165,000

合  計 5,579,700

（単位：千円）

会 計 区 分 基 金 名 
H25末残高 

（決算） 

H26末残高 

（見込み）

H27増減額 H27末残高 

（見込み） 利子積立 基金積立 基金取崩

一 般 会 計 

財政調整基金 6,657,518 3,859,588 6,740 720 1,047,000 2,820,048

減債基金 1,045,809 1,049,599 3,674  500,000 553,273

地域振興基金 4,607,273 4,599,473   416,700 4,182,773

学校等整備基金 589,885 360,941 1,233 50,000 412,174

福祉基金 302,764 279,517 972  6,400 274,089

一般廃棄物処理施設整備事業基金 351,573 352,804 1,235  120,000 234,039

消防防災施設等整備基金 467,398 469,034 1,642  470,676

地域づくり基金 665,272 602,179 2,195  80,630 523,744

愛育基金 1,468 1,314 5  110 1,209

地域医療緊急対策事業基金 21,210 11,285 40  11,273 52

丹波竜基金 1,089 93 1  94

交通安全基金 28,113 24,561 89  3,073 21,577

情報基盤整備基金 402,025 503,434 1,769 100,000 199,000 406,203

産科医療体制整備事業基金 100,000 100,000   100,000

企業誘致促進基金 301,455 269,261 989  1,700 268,550

丹波市ふるさと寄附金基金 14,768 61,112  6,500 47,002 20,610

庁舎整備事業基金 318,902 470,020 1,651 150,000 621,671

暴力団対策基金 5,519 22  5,000 541

一 般 会 計   計 15,876,522 13,019,734 22,257 307,220 2,437,888 10,911,323

国民健康保険特別会計事業勘定 国民健康保険財政調整基金 266,474 84,502 936 100,000 23,000 162,438

国民健康保険特別会計直診勘定 国民健康保険直営診療施設財政調整基金 32,781 15,920 115  15,500 535

介護保険特別会計保険事業勘定 介護保険給付費準備基金 253,359 306,575 719 1 2,717 304,578

下 水 道 特 別 会 計 下水道事業基金 893,766   

地 方 卸 売 市 場 特 別 会 計 地方卸売市場基金 2,568 3,141 11  3,135 17

駐 車 場 特 別 会 計 市営駐車場整備基金 65,136 70,553 238 1,851 15,113 57,529

合    計 17,390,606 13,500,425 24,276 409,072 2,497,353 11,436,420

※H26末残高（見込み）は、平成26年度３月補正後の予算額によるものです。 

市債借入予定額一覧 ・基金の残高見込一覧 

市債借入予定額一覧 

基金の残高見込一覧 
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 資 料 編     
主な普通建設事業の一覧                                                     （単位：千円） 

款 項 目 小事業名称 事業概要 
事業費

 

特定財源 
一般財

源 
国県 

支出金 
市債 その他

02 

総 

務 

費 

01 05 財産管理費 公用車管理事業 公用車更新に係る事業費 10,600 0 0 0 10,600

06 企画費 Ｕ・Ｉターン推進事業 U・I ターン者等住宅新築・新規購入・改修等に対する補

助金 

2 世帯同居に伴う住宅の新築・新規購入・改修に対する補

助金 

中学生以下の子育て世代の住宅新築・新規購入に対する補

助金の加算 

13,000 6,500 0 6,500 0

丹波竜活用事業 丹波竜全身骨格復元模型制作、遊歩道、展望広場、化石産

状モニュメント等整備に係る事業費 
193,500 75,000 106,900 0 11,600

07 情報システム費 情報システム管理事業 地域イントラネットシステム更新に係る構築・設定業務に

係る事業費 

人事異動等に伴う LAN 配線工事に係る事業費 

地域イントラネットシステム更新ハードウェア及びソフ

トウェア購入 

情報系パソコン・プリンター購入 

光ファイバー未設置校区への光ファイバー敷設補助金に

係る事業費 

330,771   104,500 199,000 27,271

09 地域づくり推進

費 

地域づくり総務費 自治協議会活動拠点施設の大規模改修・修繕に対する補助

金 
6,000   0 6,000 0

13 災害対策費 防災行政無線整備事業 防災行政無線（同報系）設備のデジタル化及び残り４地域

（柏原、氷上、春日、市島）の地域情報通信システム整備

等に係る事業費 

191,000 0 191,000 0 0

15 地域情報基盤整

備費 

テレビ難視聴解消事業 共聴施設改修工事に対する補助金 
28,972 0 27,500 0 1,472

20 諸費 自治会活動事業 自治公民館の新築・全部改築・大規模改修に対する補助金

自治会グラウンドの新設・改修・修繕に対する補助金 
73,200 0 15,100 58,100 0

03 

民 

生 

費 

01 01 社会福祉総務費 防犯推進事業 防犯灯設置に係る事業費 

LED 防犯灯への取替に対する補助金 
33,856 0 0 25,000 8,856

02 社会福祉施設費 福祉センター運営事業 春日福祉センター「ハートフルかすが」雨漏り対策工事に

係る事業費 
9,600 0 0 0 9,600

地域医療総合支援センター（仮

称）整備事業 

地域医療総合支援センター（仮称）設計業務に対する負担

金 
16,640 0 15,800 0 840

03 障害福祉費 障害福祉総務費 福祉車両の購入に係る事業費 7,638 0 0 7,400 238

04 老人福祉費 老人福祉総務費 地域介護拠点整備に対する補助金 54,265 54,265 0 0 0

老人福祉センター運営事業 氷上健康福祉センター空調設備工事に係る事業費 11,450 0 0 0 11,450

02 05 児童福祉施設費 アフタースクール事業 中央アフタースクールほか９施設の改修に係る事業費 

青垣アフタースクール新設に係る事業費 
45,023 20,486 0 0 24,537

04 

衛 

生 

費 

01 06 保健施設費 保健施設管理事業 氷上保健センターの浸水対策事業費 6,292 0 0 0 6,292

地域医療総合支援センター 

（仮称）整備事業 

地域医療総合支援センター（仮称）設計業務に対する負担

金 
55,466 0 52,600 0 2,866

08 斎場費 斎場管理運営事業 斎場火葬炉の維持修繕に係る事業費 14,330 0 0 0 14,330

02 02 塵芥処理費 一般廃棄物処理施設整備事業 丹波市クリーンセンター周辺整備に係る事業費 455,719 0 433,400 0 22,319

05 生活排水対策費 浄化槽設置整備事業 浄化槽共同設置等整備、浄化槽設置整備事業に対する補助

金 
18,073 5,691 0 0 12,382

06 

農 

林 

水 

産 

業 

費 

01 03 農業振興費 野猪等防除事業 氷上町上新庄地内での獣害防止柵新設に係る事業費 

鳥獣害対策用の軽トラック購入費 

集落設置の獣害防止柵の資材費支援に係る事業費 

22,545 0 0 7,473 15,072

担い手農業者等災害復旧支援

事業 

豪雨災害で被災した獣害防止柵の復旧支援 
45,000 0 0 0 45,000

05 農地費 市単独土地改良事業 市単独土地改良事業に対する補助金 24,755 0 0 0 24,755

ため池整備事業 農村地域防災減災事業に係る事業費 

ため池防護柵等の設置に係る補助金 

震災対策農業水利施設整備事業に対する負担金 

36,500 2,100 10,700 2,200 21,500

土地改良施設維持管理適正化

事業 

揚水機整備に係る事業費 

適正化事業に対する負担金 
18,813 0 0 3,177 15,636

中山間地域総合整備事業 揚水機等の整備に係る事業費 

農業用排水路、井堰等の整備に係る事業費 
105,847 63,889 0 20,048 21,910

農村総合整備事業 防火水槽、集落道の整備に係る工事 14,700 7,000 0 3,010 4,690

地域農業水利施設整備事業 揚水機、井根の整備に係る工事 11,800 6,384 0 3,422 1,994

06 農業施設費 有機センター管理事業 堆肥散布用マニアスプレッダー、構内作業用ホイルローダ

ーの更新 
13,230 0 0 0 13,230

02 02 林業振興費 林業補助金交付事業 既存林道で「森林経営計画」の基づく造林事業を実施する

区域での、林道整備工事に対する補助金 

丹波市産木材を利用した住宅等の新築・増改築等に対する

補助金 

高性能林業機械導入に対する補助金 

作業道整備促進事業に対する補助金 

75,881 0 0 28,868 47,013

03 林業施設費 治山事業 県単独補助治山事業に係る事業費 

市単独補助治山事業に対する補助金 

山林出水対策事業に対する補助金 

46,566 4,000 0 34,000 8,566

07 

商 

工 

費 

01 04 観光施設費 指定管理者導入施設管理事業 悠遊の森上水道布設替え、薬草薬樹公園景観整備に係る事

業費 
48,014 0 0 0 48,014    

 

主な普通建設事業・災害復旧事業の一覧 
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 （単位：千円） 

款 項 目 小事業名称 事業概要 事業費 

特定財源 

一般財源
国県 

支出金 
市債 その他

08 

土 

木 

費 

01 01 土木総務費 
土木総務費 現場技術業務に係る委託料 15,000 0 280 0 14,720

法定外公共用財産管理事業 法定外公共物整備に対する補助金 7,000 0 0 0 7,000

02 

02 道路維持費 道路舗装事業 路面性状調査結果による舗装に係る事業費 40,000 24,000 14,400 0 1,600

03 道路新設改良費 

国庫交付金等道路整備事業 幹線道路整備に係る事業費 625,600 13,800 581,200 0 30,600

市単独道路整備事業 集落内生活道路整備に係る事業費 135,000 0 67,600 10,000 57,400

辺地対策道路整備事業 辺地地域の道路整備に係る事業費 113,000 0 113,000 0 0

交通安全施設等整備事業 通学路等道路整備に係る事業費 59,000 0 56,000 0 3,000

プロジェクト関連事業 山崎金屋線道路整備に係る事業費 315,000 0 299,200 0 15,800

04 橋りょう維持費 橋りょう長寿命化事業 橋りょう長寿命化に係る事業費 180,000 102,000 61,200 0 16,800

03 
03 河川改良費 

河川改良事業 河川改良に係る事業費 165,000 17,000 30,600 0 117,400

河川災害関連事業 河川災害復旧事業と併せて行う河川改良に係る事業費 40,000 20,000 18,000 0 2,000

04 砂防費 急傾斜地崩壊対策事業 急傾斜地崩壊対策事業費に対する負担金 25,500 0 19,600 3,700 2,200

06 03 住宅建設費 
市営住宅建設事業 市営住宅の改良に係る事業 20,196 0 0 0 20,196

市営住宅長寿命化事業 市営住宅の長寿命化に係る事業費 7,700 3,850 0 0 3,850

09 

消 

防 

費 

01 03 消防施設費 非常備消防施設整備事業 消防詰所兼車庫新築・解体撤去に係る事業費 

小型動力ポンプ、ポンプ自動車、普通積載車の購入費 
187,292 0 177,100 0 10,192

非常備消防水利整備事業 防火水槽新設に係る事業費 

消防施設（防火水槽、消火栓等）整備に対する補助金 
92,845 0 56,600 0 36,245

消防活動車両整備事業 消防ポンプ自動車の購入 35,221 0 33,200 0 2,021

救急救助活動車両整備事業 高規格救急自動車の購入 29,189 0 27,700 0 1,489

10 

教 

育 

費 

02 01 学校管理費 小学校施設整備事業 春日部小学校屋内運動場、南小学校校舎・屋内運動場、小

川小学校東校舎、春日部小学校北校舎の大規模改造に係る

事業費 

青垣地域の統合小学校建設に係る事業費 

和田小学校、三輪小学校プール改修に係る事業費 

新井小、西小、遠阪小、佐治小学校屋内運動場天井落下防

止対策に係る事業費 等 

994,352 139,825 798,700 0 55,827

03 01 学校管理費 中学校施設整備事業 柏原中学校校庭貯留施設整備に係る事業費 

柏原中学校北校舎(特別教室,武道場)、屋内運動場の大規模

改造に係る事業費 

市島中学校プール改修に係る事業費 

山南中、和田中、氷上中学校屋内運動場、柏原中、氷上中、

青垣中学校武道場の天井落下防止対策に係る事業費 等 

353,169 78,974 254,700 0 19,495

05 05 図書館費 図書館管理事業 中央図書館空調設備改修に係る事業費 26,446 0 0 0 26,446

07 地域文化振興費 ホール管理事業 やまなみホール改修に係る事業費 43,175 0 38,400 0 4,775

09 文化財保護費 埋蔵文化財調査事業 遺跡発掘調査に係る事業費 5,952 1,500 0 0 4,452

11 住民センター費 山南住民センター管理事業 山南住民センター空調設備改修工事に伴う事業費 74,000 0 0 0 74,000

06 01 保健体育総務費 スポーツ振興総務費 小学校屋外照明設備コインタイマー設置に係る事業費 5,000 0 0 0 5,000

04 学校給食費 学校給食施設整備事業 春日学校給食センター増築に係る事業費 80,979 0 72,100 0 8,879

※おおむね 500 万円以上の主な事業を掲載しています。 

      特定財源のその他には、基金繰入金を含んでいます。 

 

              
主な災害復旧事業の一覧                             （単位：千円） 
款  項   目   小事業名称   事業概要   事業費  

 特定財源  
 一般財

源   国県 

支出金  
 市債 

 その

他 

11

災

害

復

旧

費 

01   01  道路橋り

ょう災害

復旧費 

過年発生分道路橋りょう災害復旧事業

（補助） 

昨年８月豪雨による道路や橋りょうの国庫補助を受

けすすめる箇所に係る災害復旧事業 
55,349 40,000 11,900 3,449

過年発生分道路橋りょう災害復旧事業

（単独） 

昨年８月豪雨による道路や橋りょうの国庫補助基準

に満たない箇所に係る災害復旧事業 
20,000 

 
15,000 5,000

 02  河川災害

復旧費 

過年発生分河川災害復旧事業（補助） 昨年８月豪雨による河川の国庫補助を受けすすめる

箇所に係る災害復旧事業 
243,000 181,000 49,900 12,100

過年発生分河川災害復旧事業（単独） 昨年８月豪雨による河川の国庫補助基準に満たない

箇所に係る災害復旧事業 
30,000 

 
25,000 5,000

02 01 農地災害

復旧費 

過年発生分農地災害復旧事業 昨年８月豪雨による農地の災害復旧に係る事業費・

補助金 
100,616 46,368 2,500 2,852 48,896

 02  農業用施

設災害復

旧費 

過年発生分農業用施設災害復旧事業 昨年８月豪雨による農業用施設の災害復旧に係る事

業費・補助金 214,271 164,700 9,100 9,630 30,841 普通建設事業費の総額 （単位：千円）

事業費 
特定財源（4,749,509 千円） 

一般財源 
国県支出金 地方債 その他 

5,762,359 646,482 3,682,900 420,127 1,012,850 

4,468

3,193
4,076

5,382 5,814 5,762

1,169
681 850 1,159 1,529 1,013
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H22決算 H23決算 H24決算 H25決算 H26予算 H27予算

普通建設事業総額と充当一般財源の推移

普通建設事業総額 普通建設事業充当一般財源

百万円
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実施項目名 取組数 うち効果額を計上している取組数 効果額（見込） 

１ 人 

（１）市民にわかりやすい組織・機構の見直し 7 件 1 件 156,011 千円 

（２）定員管理の適正化 4 件 2 件 8,311 千円 

（３）人材の育成及び確保 1 件   

２ モノ 

（１）公共施設の整理合理化 31 件 2 件 1,053 千円 

（２）経常経費の削減（人件費を除く） 27 件 1 件 785 千円 

３ お金 

（１）費用対効果を考えた事業の見直し 10 件 4 件 12,214 千円 

（２）自主財源の確保 10 件 2 件 51,834 千円 

（３）受益者負担の適正化 13 件 3 件 11,150 千円 

（４）補助金等の整理合理化 23 件 5 件 10,413 千円 

４ 時間 

（１）業務改善による事務の効率化 4 件   

（２）民間資金・ノウハウの活用 3 件 1 件 7,674 千円 

５ 情報 

（２）インフォメーションからインテリジェンスへ 6 件   

合 計  259,445 千円 

平成26年度において「第３次丹波市行政改革プラ

ン」等の策定が出来なかったことから、「第２次丹波

市行政改革大綱」等に準拠して取り組むこととし、

行政経営資源（人、モノ、お金、時間、情報）の視

点から、財政的効果額総額２億5,944万円を見込んで

います。 

なお、具体的な実施にあたっては、関係団体、自

治会、市民等に十分に説明し、理解と協力を求めな

がら進めていきます。 

 

 

情報 

 

 

時間 

人 

 

モノ

 

お金 

行政経営資源の相関イメージ 

   （単位：千円） 

■丹波竜 ■その他市政一般 

丹波竜ｳｫｰﾙﾏｳﾝﾄﾚﾌﾟﾘｶ製作 1,205  災害復旧のための治山工事 10,000

■地域づくり  市道の拡幅工事 10,000

 地域づくり活動拠点の整備 470  公共施設の AED の更新 15,000

■地域医療  柏原駅トイレ等改修工事実施設計 2,000

 看護専門学校図書・教材等購入 4,367  JFA「夢の教室」の講師派遣料 500

■教育・文化  特産品（丹波栗・大納言小豆・丹波 

黒大豆）の生産面積拡大の取組み 
90

 教材用備品購入 490

■福祉  ふるさと納税ホームページの充実 200

 施設壁掛けテレビ他購入 180  復興推進事業への活用 1,500

 福祉送迎サービス車両購入 1,000 合  計 47,002

  丹波市を応援してくださるみなさんからお寄せいただいた「“恐竜の里たんば”ふるさと寄附金」に

つきまして、寄附者の意向に沿って、下記のとおり平成27年度の財源として活用させていただきます。

                       

担当課 企画総務部 総合政策課 82-0916

平成 27 年度“恐竜の里たんば”ふるさと寄附金活用事業 

平成 27 年度の行政改革の取組概要 
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人 

平成26年12月に平成35年度までの財政収支見通しを一般財源ベースで作成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路や橋りょう等の社会インフラの更新経費の増加などが見込まれるなか、道路整備計画の推進、

防災行政無線のデジタル化など重要課題の実施し、財政の健全性を維持するため、人件費では職員

の定員適正化計画による減額を、また、地方債残高の縮減に向けては、新たな借入れの抑制と繰上

償還の実施を見込んでいます。 

 投資的経費については、各種事業計画をもとに算定しており、平均で年間約13億５千万円（一般

財源ベース）の事業費を見込んでいます。 

 なお、財政収支見通しの策定にあたっては、平成25年度決算額及び平成26年度予算額などを基準

とし、国の地方財政計画の水準が今後も維持されることを前提に算定しています。普通交付税は平

成27年度から平成31年度までの５年間で段階的に減少しますが、平成32年度からは23億円以上の減

収となります。 

平成35年度には、約15億円の収支不足となる見込みです。 

基金残高も減少する見通しの中、収支不足額を基金繰入金で対応することにも限界があり、さら

に、経済情勢の悪化により市税や譲与税などが減収となった場合には、収支は大幅に悪化すること

となります。 

収支見通しを指針として、絶えず軌道修正を加えながら、健全性の維持に努めていく必要があり

ます。 今後の財政運営の課題

前提条件 
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臨時財政対策債
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普通交付税 
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逓減措置 

臨時財政対策債

(一本算定) 

普通交付税 

(一本算定) 

一本算定となる H32 

には約▲23.1 億円 
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地方公共団体の財政力を示す指数で、言い換え

れば、標準的な行政需要に自前の財源でどれだけ

対応できるかを表しています。 

 この指数が高いほど財政力が高いことを表し、

１を超えれば、普通交付税の交付を受けない、い

わゆる「不交付団体」となります。 
 

 

平成19年度に0.489まで上昇しましたが、平成24

年度以降、0.43台で推移しています。また、県平

均、類似団体平均よりも下回っています。 

 

財政力指数（自前の財源指数） 
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財政構造の弾力性（ゆとり）を判断するための指標です。 

 市税・普通交付税など、使い道が制限されない毎年の収入（経常的な収入）に対する、人件費・公債費・扶助費

など毎年支出される経費（経常的な支出）に必要な一般財源の割合です。 

 この割合が低いほど、財政にゆとりがあり、さまざまな財政需要の変化に柔軟に対応できることを示しています。

一般的には、市で80％を超えると財政構造は弾力性を失いつつあり、硬直化した財政運営を強いられることになり

ます。 

 

 

経常収支比率は、当初予算比較で前年度から1.6ポイント悪化した93.8％を見込んでいます。 

 歳出では、人件費、公債費は減少しましたが、物件費、扶助費、補助費が増加した結果、経常的経費は増加しま

した。 

歳入では、臨時財政対策債、地方税、地方交付税が減額しましたが、地方消費税交付金の増額を見込んだ結果、

経常一般財源等が増加しました。全体として経常収支比率は悪化しています。 

 今後については、下水道事業に係る補助費が高い水準で推移することが予測されるため、人件費、公債費、物件

費などに係る数値について、更なる改善に取り組むことが必要です。 

 
経常収支比率（他市との比較）  （単位：％） 

区  分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算 

丹 波 市 84.1 83.1 81.2 

西 脇 市 89.8 90.1 89.5 

篠 山 市 100.7 94.8 94.7 

朝 来 市 86.6 88.0 86.3 

三 田 市 93.9 94.8 93.9 

豊 岡 市 87.4 87.9 85.7 

養 父 市 86.4 81.6 85.4 

兵庫県平均 92.3 90.9 91.6 

類似団体平均 89.6 90.2 － 
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財政指標～指標でみる丹波市の財政状況～ 
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自治体の「経常的な一般財源（市税、譲与税・交付金、普通交付税の標準額）収入」に対する「外郭団体なども

含めた将来的に負担が見込まれる負債（借入金返済など）」の割合です。 

実質公債費比率と同様、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の新しい財政指標の一つとして位置付け

られています。 

  350％以上  「早期健全化団体」＝イエローカード 

健全化計画の策定・外部監査が義務化 

 

 

平成27年度は、前年度から6.0ポイント悪化した

52.0％を見込みましたが、早期健全化となる基準以内と

なっています。 

これは、合併後、毎年繰上償還を実施していること

により、市債の残高を抑えているためです。 

 実質公債費比率と同様、引き続き繰上償還を実施し

て市債残高（借金残高）を抑える必要があります。 
 

 

将来負担比率（外郭団体なども含め自治体が将来に負担すべき借金の割合） 

解説 explain 

分析 analyze 

 
平成18年４月に地方債制度が「許可制度」から「協議制度」に移行したことに伴い導入された財政指標で、実質

的な公債費の財政負担の程度を示すものです。 

また、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成20年４月に一部施行され、平成20年度決算からは、

同法が全面適用され、新しい財政指標の一つとして位置付けられています。 

この指標は、毎年度算定し監査委員の審査を受け、その意見を付けて議会に報告し、市民のみなさんに公表して

います。 

従来の「起債制限比率」に反映されていなかった公営企業の公債費への繰出金、一部事務組合の公債費への負担

金、債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるものなどの公債費類似経費を加えています。 

 
   18％以上  市債発行に県の許可が必要 

   25％以上  「早期健全化団体」＝イエローカード 

単独事業に係る市債発行が制限、健全化計画の策定・外部監査が義務化 

   35％以上  「財政再生団体」＝レッドカード 

           破たん状態・事実上国の管理下、一部の一般公共事業債等についても制限 

 

 

平成27年度は、前年度から0.9ポイント改善した8.2％を見込んでおり、市債発行に許可が必要となる18％以下の

水準以内となっています。これは、合併後に毎年繰上償還を実施し、市債の償還費の増加を抑えているためです。 

今後、丹波市の収入の約４割を占める地方交付税は、平成27年度から段階的に減少し、平成32年度には現在より

23億円以上の減収となるため、引き続き繰上償還を実施して公債費（借金返済金）を抑える必要があります。 

 
実質公債費比率（他市との比較）    （単位：％） 

区 分 Ｈ23決算 Ｈ24決算 Ｈ25決算

丹 波 市 13.1 11.2 9.9 

西 脇 市 12.1 11.0 9.6 

篠 山 市 22.7 22.4 22.6 

朝 来 市 17.0 16.5 15.3 

三 田 市 12.2 10.5 9.9 

豊 岡 市 18.3 16.9 15.5 

養 父 市 16.5 15.5 14.6 

兵 庫 県 平 均 12.0 11.2 － 

全 国 平 均 9.9 9.2 － 

類似団体平均 13.6 10.3 － 

実質公債費比率（実質的な借金返済金の割合） 

解説 explain 

分析 analyze 

将来負担比率（他市との比較）              （単位：％） 

区 分 Ｈ24決算 Ｈ25決算 Ｈ26見込 Ｈ27見込

丹 波 市 34.0 12.0 46.0  52.0 

西 脇 市 69.2 36.9 － － 

篠 山 市 239.2 219.1 － － 

朝 来 市 75.1 63.4 － － 

三 田 市  － － 

豊 岡 市 131.6 120.5 － － 

養 父 市 91.7 71.4 － － 

兵庫県平均 93.9 － － － 

全 国 平 均 60.0 － － － 
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※H26・H27の丹波市見込は、平成26年12月作成の「平成26年度財政収支見通し」

から引用しています。

※H26・H27 の丹波市見込は、平成 26 年 12 月作成の「平成 26 年度財政収支見通し」

から引用しています。 
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特別会計の概要      
国民健康保険は、被用者保険と比較して、低所得者の加入が多いこと、年齢構成が高く医療費水準が高いことなど、

財政的な構造問題を抱えている中、丹波市国保では前々年度から続く医療費の増加により、被保険者の所得に占める

保険税負担が過重となってきており、当市の国保財政は非常に厳しい状況となっています。 

国においては、「社会保障改革プログラム法（平成25年12月成立）」に基づき、現在、国保の財政基盤の強化策や都

道府県と市町村の役割分担の見直しについて検討されており、平成27年の通常国会に医療保険制度改革のための法律

案が提出される予定となっています。 

丹波市の平成27年度予算では、被保険者数16,465人、一人当たりの療養給付費を28万300円（前年度対比3.42％増）

と見込み算定しています。 

また、国保と被用者保険の保険料負担の公平化を図ると共に国保財政を安定化させ、被保険者の国保税負担を抑制

するため一般会計からの法定外繰り入れを行い、国保財政の安定かつ円滑な運営に努めてまいります。 

一方、被保険者の皆様に健康を維持していただくために、特定健診を受けやすい体制の整備や未受診者への勧奨を

進めるとともに、レセプトや健診等のデータ分析に基づくより効果的・効率的な保健事業の計画立案、事業の実施・

評価（見直し）を含めた事業展開をしていくためのデータヘルス計画の策定に取り組みます。 

●国民健康保険税    14億3,269万5千円 

●国庫支出金         16億1,827万円 

●県支出金              4億5,314万6千円 

●前期高齢者交付金     22億3,332万5千円 

●共同事業交付金       18億8,814万4千円 

●繰入金                5億1,334万4千円 
一般会計繰入金                 4億9,034万4千円 

財政調整基金繰入金               2,300万円  
●保険給付費      53億4,489万2千円
  療養諸費                       47億770万2千円

   一般被保険者療養給付費      43億4,296万7千円

  高額療養費                     5億9,955万3千円

●後期高齢者支援金等     8億1,822万7千円

●前期高齢者納付金等           38万6千円

●介護給付金             3億7,474万9千円

●共同事業拠出金        18億8,814万4千円

●保健事業費                5,321万2千円

●基金積立金         1億 93万 6千円

主な歳入の内訳 主な歳出の内訳 

88億2,000万円（前年度対比 ＋15.5％）

国民健康保険特別会計事業勘定   健康部 国保・医療課 82-6690 

国保診療所は、本市唯一の国保直営診療施設であり、地域の包括一次医療機関として、「地域住民に安心を与える

高度で心のこもった医療の提供」を経営理念のもと、外来診療、往診、通所リハビリテーションを中心に、病診連携

を図り、多様化する患者ニーズに沿った医療・介護サービスの提供に取り組んでいます。 

急激な高齢化社会への進展や生活習慣病などが増加する中で、住民の健康を保持するために身近で安心して医療や

介護サービスなどが受けられる国保診療所の存在は欠かせないものになっており、今後も地域に密着した「地域包括

医療・ケア」を展開していきます。 

更に、最新医療機器を駆使して患者への負担が少ない検査体制を確立し、疾病等の早期発見、早期治療に努めてい

きます。 

 

  平成27年度の見込み 

   外来患者数（年間） 24,000人（90.0人／日） 

   通所リハビリテーション利用者（年間）   3,000人（12.5人／日） 

●診療収入        1億5,270万6千円
  外来収入            1億4,362万3千円

   国民健康保険診療収入      2,337万9千円

   社会保険診療報酬収入        1,785万円

後期高齢者診療報酬収入             5,491万円

その他の診療報酬収入              396万1千円

一部負担金収入                  2,040万5千円

介護報酬収入                    2,311万8千円

●繰入金                    8,261万2千円
事業勘定繰入金                          30万円

一般会計繰入金                    6,681万2千円

財政調整基金繰入金                   1,550万円

●総務費                 1億7,401万5千円
  施設管理費                     1億7,344万9千円

  研究研修費                           56万6千円

●医業費                    2,606万4千円
  医業費                            2,489万5千円

   医療用機械器具費                  743万5千円

   医療用消耗機材費                  336万9千円

   医療用衛生材料費                1,386万2千円

寝具費                             22万9千円

  給食費                              116万9千円

●公債費                    3,770万6千円

主な歳入の内訳 主な歳出の内訳 

2億3,840万円（前年度対比 ＋9.7％）

国民健康保険特別会計直診勘定   健康部 国保診療所 87-0109 
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特別会計の概要                                      

主な歳出の内訳 

●総務費                 1億5,457万7千円
総務管理費                        1億91万2千円

介護認定審査会費                     4,845万円

●保険給付費            56億9,294万8千円
介護サービス等諸費            50億2,374万2千円

介護予防サービス等諸費         2億9,431万3千円

その他諸費                          427万9千円

高額介護サービス等費              9,903万4千円

特定入所者介護サービス等費     2億4,872万8千円

高額医療合算介護サービス等費      2,285万2千円

●地域支援事業費         1億8,460万1千円
地域支援事業費                  4,596万3千円

介護予防事業費                  4,196万7千円

包括的支援事業費                4,462万2千円

その他の地域支援事業費          5,204万9千円

●基金積立金                      72万円
   介護保険給付費準備基金積立金 

60億3,600万円（前年度対比  △7.3％）

介護保険特別会計保険事業勘定   福祉部 介護保険課 74-1049 

本市の介護保険の状況は、平成26年12月末で第１号被保険者数が20,400人、要介護認定者数が3,961人といずれも

増加し、認定率も19.4％と上昇しています。サービス利用者も増加傾向にあり、介護保険制度は高齢者の安心を支え

る制度として定着しています。このような中、高齢者が住み慣れた地域や環境の中で安心して暮らし続けることがで

きるよう、本年度も引き続き介護予防事業、認知症対策、医療と介護の連携等を重点的に取り組みます。 

また、本年度は介護保険制度の大きな改正とともに、「みんなで支え、健康と生きがいを育むまち たんば」を基

本理念に策定した第６期介護保険事業計画（Ｈ27年度～29年度）により、地域や在宅での生活を幅広く支援し、誰も

が安心して暮らせる環境の整備や介護サービスの充実など、各種施策を進めていきます。 

主な歳入の内訳 

●保険料（第１号被保険者分）11億7,779万3千円

●国庫支出金            14億7,356万9千円
介護給付費負担金       10億2,698万2千円

調整交付金                   3億8,825万9千円

地域支援事業交付金              5,832万8千円

●支払基金交付金        16億1,274万8千円
介護給付費交付金            15億9,402万5千円

地域支援事業支援交付金          1,872万3千円

●県支出金               8億5,238万6千円
介護給付費負担金             8億2,322万3千円

地域支援事業交付金            2,916万円3千円

●繰入金                9億1,876万5千円
一般会計繰入金               9億1,604万8千円

基金繰入金               271万7千円 
地域包括支援センターの運営にかかる予算を計上し、要介護認定において要支援１及び要支援２の認定を受けた方

の新予防給付に関する居宅介護予防支援（ケアプラン作成）を行います。 

この事業は、要支援１・２の認定を受けた利用者の方が、可能な限りその在宅において自立した日常生活を営むこ

とができるよう、心身の状況やおかれている環境等に応じて介護予防サービスが総合的かつ効率的に提供されるよう

支援をしていくものです。 

主な歳入の内訳 主な歳出の内訳 

7,150万円（前年度対比 ＋5.9％）

介護保険特別会計サービス事業勘定 福祉部 介護保険課 74-0368 

●サービス収入              3,559万8千円
  新予防給付費収入                  3,559万8千円

●繰入金                       3,590万円
一般会計繰入金                       3,590万円

●総務費                    5,103万8千円
  総務管理費                        5,103万8千円

●サービス事業費            2,042万7千円
 居宅サービス事業費                2,042万7千円
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特別会計の概要      平成20年４月から75歳以上の高齢者の医療保険制度は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき後期高齢者医療

制度により行われています。 

増大する後期高齢者の医療費は、高齢世代と現役世代との負担を明確にし、世代間で公平に負担する観点から、後

期高齢者一人ひとりを被保険者として保険料を負担していただくほか、医療保険者からの支援金や公費でまかなう制

度です。 

後期高齢者医療特別会計を設け、市が行う後期高齢者医療保険料の徴収事務等に係る予算となっております。 

本制度については、現行制度を基本とし、必要な改善を図りながら継続するとされており、今後も円滑な事務処理

に努めます。 

8億3,400万円（前年度対比 △3.2％）

後期高齢者医療特別会計     健康部 国保・医療課 82-6690 

主な歳入の内訳 主な歳出の内訳 

●後期高齢者医療保険料  5億8,969万8千円

●繰入金         2億2,724万8千円
一般会計繰入金 

事務費繰入金           584万8千円

   保険基盤安定繰入金       2億2,140万円

●総務費           584万9千円
  総務管理費              23万4千円

徴収費                              561万5千円

●後期高齢者医療広域連合納付金 8億2,609万9千円

青垣訪問看護ステーションでは在宅ケアの支援を行うため、在宅での看護を必要とする利用者に対して、生活の質

を確保しながら在宅生活を支援し心身の機能の維持、回復をめざして質の高い訪問看護サービスを提供しています。

介護保険制度の充実により訪問看護事業者等へのニーズは年々高まってきています。多くの人々が住み慣れた地域

や家庭で生活できるよう、質の高いサービスを提供することで、家族の負担軽減や利用者のニーズに合わせた幅広い

訪問看護サービスに努めます。 

また、主治医はもとより医療機関や保健・福祉サービス機関と連携を密にし、療養生活に必要なサービスが確実に

受けられるよう支援に努めていきます。 
1,720万円（前年度対比 △10.4％）

訪問看護ステーション特別会計     健康部 国保診療所 87-0109

主な歳入の内訳 主な歳出の内訳 

●療養収入          907万3千円
訪問看護療養費収入        815万1千円

訪問看護利用料収入         92万2千円

●繰入金                         810万円
  一般会計繰入金                         810万円

●総務費                    1,718万5千円
  施設管理費                        1,712万9千円

  研究研修費                            5万6千円 
丹波市立地方卸売市場は、卸売業者の㈱東兵庫魚菜が卸売業務を行い、市は市場使用料を徴収し、その使用料によ

り施設管理等を行っています。 

市内の野菜を中心とした生鮮食料品の流通の拠点として機能し、生鮮食料品の流通の円滑化と安定供給に貢献して

います。 

1,380万円（前年度対比 ＋320.0％）

地方卸売市場特別会計       産業経済部 農業振興課 74-1465 

●使用料及び手数料      316万5千円
  使用料               316万5千円

   市場使用料            261万5千円

   通い容器使用料            55万円

●繰入金          1,062万3千円
  一般会計繰入金            748万8千円

地方卸売市場基金繰入金        313万5千円

●市場費                      1,369万円
  市場費                               1,369万円

   市場総務費                17万5千円

   市場費             1,351万5千円

    通い容器取扱委託料            55万円

工事請負費             1,220万4千円 
主な歳入の内訳 主な歳出の内訳 
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特別会計の概要     

NOSAI制度は、農業災害補償法により災害対策の基幹的制度として、農家が安心して農業経営を継続するよう貢献

してきました。 

近年の異常気象による自然災害の頻発や家畜伝染病の進入リスクが年々高まる中にあって、新たな農業施策との関

係調整のもとで、迅速・適切・確実な農業災害対策の基幹的な役割を求められています。 

こうした状況を踏まえ、各共済勘定では、前年度の事業引受量をもとに予測される本年の引受量を見積もり、迅速

な補償対応ができるよう備えるとともに、共済の勘定において損害の未然防止や被害軽減のため損害防止事業を実施

します。 

また、共済制度の浸透を図り、農家のニーズを踏まえながら、制度運用を展開するとともに、農家を対象としたセ

ーフティネットの強化に努め、農業経営と農家財産の総合補償に取り組みます。 

 

【収益的収入及び支出】 

予算総括(前年度比較表)                   (単位:千円、％) 

区 分 
農 作 物 

共済勘定 

家  畜 

共済勘定 

畑 作 物 

共済勘定 

園芸施設 

共済勘定 
業務勘定 総  合 

平成27年度予算 16,367 106,512 1,517 8,979 61,325 194,700 

平成26年度予算 18,995 94,240 810 3,319 66,136 183,500 

比   較 △2,628 12,272 707 5,660 △4,811 11,200 

前年度対比 86.2 113.0 187.3 270.5 92.7 106.1 

主な歳入の内訳 主な歳出の内訳 

●業務勘定営業収益      5,198万5千円
  一般会計補助金                       3,100万円

●業務勘定営業費用          6,100万2千円
  一般管理費            4,225万5千円

  損害防止費            1,047万9千円

1億9,470万円（前年度対比 ＋6.1％）

農業共済特別会計        産業経済部 農業振興課 74-1474

●総務費                    2,579万6千円
  総務管理費                        2,579万6千円

  （内指定管理料                      764万円）

駐車場特別会計では、市内の各ＪＲ駅前及びその周辺に設置された９箇所の駐車場の運営管理を行っています。月

極駐車及び一時預かり駐車の総駐車台数は281台となっており、一時預かり駐車場の１時間以内無料化など市民の利

便性を図るとともにＪＲ利用増進の一翼を担います。 

平成22年度からの指定管理者による管理を継続し、民間事業者が駐車場管理業務を効率的かつ効果的に運営してい

ます。 

 

名  称 料  金 駐車台数 使用料（予算額）

1 丹波市営柏原駅東駐車場 月額 4,000円 62台 2,040千円

2 丹波市営柏原駅前駐車場 １回  300円 24台 2,064千円

3 丹波市営石生駅西駐車場 月額 3,000円  １回 300円 70台 1,980千円

4 丹波市営黒井駅前駐車場 １回   300円 ９台 528千円

5 丹波市営黒井駅前月極駐車場 月額 3,000円 18台 432千円

6 丹波市営谷川駅前駐車場 １回  300円 41台 2,016千円

7 丹波市営下滝駅前駐車場 月額 3,000円  １回 300円 19台 300千円

8 丹波市営市島駅前駐車場 月額 3,000円  １回 300円 20台 636千円

9 丹波市営丹波竹田駅前駐車場 月額 3,000円  １回 300円 18台 228千円

「たんば鉄道の日」収入 毎月22日 ７駐車場実施 － 324千円

2,590万円（前年度対比 ＋93.3％）

駐車場特別会計            財務部 財政課 82-0029 

主な歳入の内訳 主な歳出の内訳 

●使用料及び手数料     1,054万8千円
  使用料                            1,054万8千円

66



特別会計の概要       平成 27 年 3 月に閉校となる兵庫県立柏原看護専門学校を引き続き、4 月から丹波市立看護専門学校として開校し

ます。 

豊かな人間性と自己啓発ができる能力を持ち、看護の専門職業人として必要な基礎的知識・技術・態度を習得し、

地域に貢献できる看護実践者の育成を目指します。 

主な歳入の内訳 主な歳出の内訳 

●使用料及び手数料          1,214万5千円

●県補助金           8,017万円

●繰入金                   1億270万5千円

●雑入  寮電気代                 68 万円

●一般管理費            1億2,361万5千円
  職員人件費            1億438万2千円

   管理費                           1,923万3千円

●施設整備費                4,853万2千円

●学校運営費                2,345万3千円

１億 9,570 万円（前年度対比 皆増）

看護専門学校特別会計      健康部 看護専門学校準備室 72-0528
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公営企業会計の概要     
収益的支出   21億8,900万円

資本的支出   20億9,000万円
 

本市の水道事業において、普及率は概ね100％となっており、市民生活と市の発展に欠かすことのできないライフ

ラインの一つとして、「丹波市水道ビジョン」に基づく施設統合整備事業の平成27年度完了を目指し、市全体の水融

通を図り、安全で安心な水道水の安定供給に努めます。 

併せて、平成26年８月の丹波市豪雨災害に伴う水道施設の災害復旧工事を本格的に進め、早期に復旧が図れるよう

取り組みます。 

お客様センター関連業務委託による上下水道の市民窓口の一本化による窓口サービスの向上と漏水調査に基づく

漏水管や老朽管の更新に努め、有収率（全体配水量のうち料金となる水量の率）の向上を図り、効率的な水道水の運

用を行うなど、運営コストの削減に努め、水道事業の効率的な推進と安定した健全経営を目指し快適な市民生活を支

えるよう努めていきます。 

 平成27年度の予算規模は、収益的支出で21億8,900万円（前年度対比＋1.6％）、資本的支出で20億9,000万円（前

年度対比-0.9％）となりました。収益的収支で収益が費用に対し不足する1億3,800万円は、前年度繰越利益剰余金で

補てんし、資本的収支で収入が支出に対し不足する５億円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんします。 

平成27年度は、「①安全で安心な水道水の安定供給」「②災害復旧事業の推進」「③水道水に対する安心を深める

取組」「④財政基盤強化と健全な財政運営」を四つの柱として以下の施策を重点的に展開します。 

 

●公営企業としての経済性の発揮と健全な財政運営により持続可能な水道事業を目指します。 

●「丹波市水道ビジョン」に基づき、水道施設統合整備事業の完了を目指します。 

●水道施設の効率的な運転管理、老朽化施設の設備更新及び修繕を適切に行い、良質な水道水の安定供給に努めます。

●発生対応型から予防保全型の積極的な漏水対応で、有収率の向上に努めます。 

●30年間の水道施設更新計画や財政収支見通しを作成し、後年度の水道事業経営を把握します。 

●利用者に対して、運営コストや水質などの情報を積極的に提供します。 

●水道施設統合整備事業や水道水の安全性を利用者にＰＲし、満足度のアップを図ります。 

●財政収支見通しを踏まえた更新財源の確保方策を講じます。

●水道事業収益       20億5,100万円
  営業収益                      15億6,540万9千円

水道料金                       15億1,700万円

給水工事収益                          50万円

下水道使用料徴収受託費          4,544万5千円

材料売却収益                     121万1千円

手数料                            125万1千円

雑収益                                 2千円

営業外収益                     4億8,559万1千円

加入金                               648万円

一般会計繰入金               1億2,810万6千円

受取利息及び配当金                     2千円

雑収益                                 2千円

消費税還付金                           1千円

長期前受金戻入                  3億5,100万円

 

●水道事業費用             21億8,900万円
  営業費用                         19億4,000万円

原水及び浄水費                  3億8,900万円

配水及び給水費                  1億2,900万円

受託工事費                           500万円

総係費                          2億8,500万円

減価償却費                     10億9,000万円

資産減耗費                         4,100万円

その他営業費用                       100万円

営業外費用                        2億4,300万円

特別損失                               100万円

予備費                                   500 万円

●資本的収入               15億9,000万円
  企業債                            6億8,500万円

   水道施設統合整備事業            5億6,720万円

   災害復旧事業                    1億1,780万円

繰入金                         7億3,678万4千円

   一般会計出資金                 7億141万8千円

   一般会計負担金                  3,536万6千円

分担金及び負担金                    262万2千円

工事負担金                        262万2千円

補助金（国庫補助金）           1億6,559万4千円

   水道施設統合整備事業            7,189万4千円

   災害復旧事業                       9,370万円

 

●資本的支出               20億9,000万円
  建設改良費                       13億8,784万円

   営業設備費                      7,707万6千円

   拡張事業費                  12億2,958万1千円

   改良工事                        8,094万3千円

   固定資産購入費            24万円

企業債償還金                      4億9,792万円

   企業債償還金                 4億8,491万1千円

   その他企業債償還金              1,300万9千円

  災害復旧事業費                      2億424万円

   災害復旧事業費                    2億424万円

   

ア 収益的収入及び支出の主な内訳 イ 資本的収入及び支出の主な内訳 

42億7,900万円（前年度対比＋0.4％）

水道事業会計             水道部 業務課 72-0605 
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公営企業会計の概要   
収益的支出   43億6,000万円

資本的支出   25億8,580万円
 

本年度から地方公営企業法を適用し、下水道事業会計として会計経理を行います。本市の下水道事業は、公共下水

道施設、農業集落排水施設及びコミュニティ・プラント施設の維持管理や建設を行っています。平成25年度末の普及

率は99.9％、接続率は96.2％となっており、平成25年度に策定した「丹波市下水道中期ビジョン」に基づく施設の改

築及び長寿命化工事（公共、特環下水道）や機能強化工事（農業集落排水）を行うとともに、処理施設の統廃合に着

手し、厳しい経営環境の中、維持管理費及び施設更新費用の削減を図り、将来に渡って、安定した下水道経営に努め

ます。 

平成27年度予算は地方公営企業会計に対応した予算で、これまでの官庁会計にはなかった減価償却費、資産減耗費

や引当金などを計上しており、予算規模は、収益的支出で43億6,000万円（前年度比＋174.0％）、資本的支出で25億

8,580万円（＋11.4％）と大幅な増加となりました。収益的収支では、800万円の黒字となり、資本的収支で収入が支

出に対し不足する8億1,386万円は、引継金や当年度分損益勘定留保資金等で補填します。 

汚水処理には大量の電力を使用しており、維持管理コスト削減、地球温暖化対策の観点からも効率的な運転が求め

られています。使用電力の総量は処理水量によって変動するため、汚水処理１㎥ の使用電力量を表す電力原単位(平

成22年度の処理電力原単位実績値0.95kWh/㎥)を管理指標とし、消費エネルギ－と運営コストの削減に努めます。 

 

【主な事業】 

●公共下水道施設の長寿命化を図ります。 

改築更新工事（氷上東浄化センター）                     7,000万円 

実施設計業務（氷上南、和田浄化センター）                  1,600万円    

    ●下水道施設の集中管理装置設置工事を行います。 

設置工事（氷上東浄化センター）                       6,000万円 

    ●農業集落排水施設の機能強化対策を実施します。 

改築更新（氷の川第３、春日部西浄化センター、春日部西処理区中継ポンプ）  1億3,000万円 

設計監理業務（氷の川第３、春日部西浄化センター）               300万円 

    ●不明水調査・止水工事を実施します。 

      調査委託料                                1,517万7千円 

 修繕工事                                   660万円 

●雨水処理全体計画の見直しを図ります。 

計画策定業務（氷上中央処理区）                        400万円 

ア 収益的収入及び支出の主な内訳 イ 資本的収入及び支出の主な内訳 

●下水道事業収益      43億6,800万円
  営業収益           12億4,163万6千円

   下水道使用料           12億2,400万円

   他会計負担金          1,737万2千円

   その他営業収益                     26万4千円

  営業外収益           31億2,636万4千円

   受取利息及び配当金        127万8千円

   他会計補助金        16億1,160万7千円

   長期前受金戻入       15億1,310万5千円

   雑収益               37万4千円

 

●下水道事業費用           43億6,000万円
  営業費用           35億8,707万8千円

   管渠費            1億2,654万5千円

   処理場費           5億4,870万2千円  

総係費                       1億7,717万2千円

減価償却費                  26億8,807万1千円

資産減耗費                      4,658万8千円

  営業外費用                     7億5,294万1千円

   支払利息及び企業債取扱諸費   6億8,389万3千円

   消費税及び地方消費税            6,904万5千円

   雑支出                                3千円

特別損失                          1,598万1千円

  予備費                                 400万円

●資本的収入               17億7,194万円
  企業債                            7億8,860万円

   建設改良債                      2億5,530万円

   資本費平準化債                  5億3,330万円

    他会計負担金           1,421万4千円

  他会計補助金                   8億2,652万6千円

  補助金                            1億2,100万円

  分担金及び負担金                     2,160万円

 

 

●資本的支出              25億8,580万円
  建設改良費                     5億5,267万4千円

   管渠建設費                        9,450万円

   管渠改良費                         5,555万円

   処理場建設改良費              4億262万4千円

  固定資産購入費                    1,241万8千円

  企業債償還金                  20億2,070万8千円

 

69 億 4,580 万円（前年度対比 ＋77.5％）

下水道事業会計           建設部 下水道課 74-0224 
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予算ガイドで示す数字やマークなどの解説をします。 

また、一つの「事業」のとらえ方が、予算上の事業であったり、もう少

し細かい事業であったりと大きさが異なっていますが、「伝えやすい単位」

を基に示しています。 

 拡充 

事業費の財源を示しています。 

【表示の種類】 

   国県のお金…国や県からの補助金 

 市の借金 …長期にわたる借入金 

 その他  …使用料、手数料、入場料、負担金など 

 市負担  …市の一般財源（自由に使えるお金）や基金の取り崩し・基金の利子によるお金 

  予算書のどこに計上されているかを示しています。 

   

款―項―目 事業名 

事業全体の予算総額を示しています。 

社会福祉団体へ貸切バス料金の一部補助      
福祉部 社会福祉課 74－1130  

1,250 万円事業費 1,250 万円

国県のお金 

市の借金 

その他 

市のお金 

内

訳 

新規 

 道路運送法による適正な運行を図るため、福祉バスの利用は市の機関又は学校教育関

係に限定し、市内に活動拠点を有する社会福祉団体が、研修会等を実施する場合は、そ

の事業に使用する民間バス借上げにかかる費用の一部を補助します。 

 

福祉バス借上補助金事業 

≪対 象≫ 社会福祉団体 

≪補助率≫ 貸切バス料金の 4/5（上限 50,000 円）  ※但し、公的行事への参加 10/10

 

３－１－１ 福祉バス運営事業 

事業全体が新規事業 

   事業全体の予算や内容が拡充した事業 

事業全体が前年度からの繰越事業 
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誇りのもてる住んでよかった丹波市  


