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令和２年度当初予算の編成にあたって 

 

平成 28 年 12 月に就任して以来、任期４年間をいわゆる「起承転結」のリズムで、

市政運営してきましたが、時代の移り変わりは速く、このわずか３年という限られた

期間でさえ、大きな時代のうねりを感じます。 
 

人口減少の流れは、私たちの予測を超えて、急速に進んでいく予感があり、わが丹

波市も例外ではありません。特に、高齢者より若者の人口減少が顕著である点が大き

な懸念です。また、10 代後半から 20 代前半で都会に流出した若者、とりわけ女性が

丹波市に戻ってくる回復率が低く、出生数も 20 年前から半減に近づいています。 
 

４年目となる「結」の年、令和２年度は、まちづくりの構造改革に新たな一歩を踏

み出す「まちづくり元年」とし、次の４つの方針に基づき、市政運営を行ってまいり

ます。 
 

〇 １点目は、「魅力ある丹波市版まちづくり」を目指し、２か年の熟議を経て策定し

た 2040 年への羅針盤である丹波市まちづくりビジョンを具体的に進めることで

す。 
 

〇 ２点目は、「真の住民自治が育っていくこと」。「住民自治」とは、自分の地域のこ

とはそこに住む住民自らが決めることであり、行政は、住民自治に寄り添うパー

トナーである、と理解しています。住民自治が、福祉、防災、環境、教育など様々

な分野において互助の精神を育めるよう応援していかなければなりません。 
 

〇 ３点目は、若者や女性が本当にこの地に住み続けたいと思える丹波市となるよう、

丹波市での豊かな暮らしの姿を市内外に分かりやすく発信していくことです。 
 

〇 ４点目は、財政破綻に陥ることのないよう選択と集中によるバランスの取れた財

政運営と、時代の潮流を読む的確な洞察力で取り組む大胆な行政運営との両立で

す。 
 

激変する時代や社会を目前にして、山積する様々な課

題を的確に処理する対応力を高めるためには、これまで

に蓄積したノウハウの活用はもちろん、斬新な発想を取

り入れることが求められます。 

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。 
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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 

 

35 

％ 

市税 78 億 2,825 万 9 千円

みなさんに納めていただく市税です。 

 

依

存

財

源 

 

65

％ 

譲与税・交付金 21 億 712 万 2 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 57 億 5,758 万 3 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。 

 

お給料 

       78 万円

 

 

預金からの 

取り崩し   17 万円

親世帯から 

の援助   194 万円

 

 

銀行からの 

借金     24 万円

 

 

その 他の収入 

       23 万円

 

 

合計 

        336 万円

 
・お給料は、全体の約23％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５％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58％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７％です。 

 

わが家の収入 

基金の繰入金 16 億 9,549 万円

主に、市の貯金の取り崩しです。 

一般会計 

３３６億円 
（前年度対比 △4.3％） 

（増減額   △15億円） 

歳 

入 
使用料等 23 億 2,904 万 6 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。 

地方交付税 115 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。 

市債 23 億 8,250 万円

長期的な借金です。 

「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。 
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で 

  

行政経費 173 億 8,902 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、光熱水費、通信運搬費などです。 

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 

３３６億円 
（前年度対比 △4.3％） 

（増減額   △15億円） 

歳 

出 
人件費 59 億 2,697 万６千円

職員の給与などにかかる費用です。 

投資的経費 26 億 3,869 万 7 千円

市道などの整備や、小中学校など市の施設の改

築・建替え、施設の整備に係る費用などです。 

繰出金 30 億 3,386 万４千円

特別会計予算などへの繰出です。 

公債費 46 億 1,143 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 

       59 万円 

 

医療費 

       54 万円 

 

光熱水費・通信費等 

       48 万円 

 

自治会等への負担金 

       52 万円 

 

修繕費・貯金・その他

       21 万円 

 

家の増改築 

       26 万円 

 

子ども世帯への仕送り

       30 万円 

 

ローンの返済 

       46 万円 

 

合計 

       336 万円 

 
 

 

・食費・医療費・ローンの返済

など、なかなか節約が難しい

経費が全体の約48％で全体の

半分近くを占めています。 

  

 

 

 

・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８％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 
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　令和２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　安全安⼼のまちづくり

1 新規 災害関係資機材整備 くらしの安全課 P 8

2 新規 防災システム・機器の管理運⽤ くらしの安全課 P 9

2 新規 防災マップ作成事業 くらしの安全課 P 10

3 新規 ごみカレンダー・分別アプリの配信 環境課 P 11

4 継続 「⾷べきり運動協⼒店」を通じた⾷品ロスの削減 環境課 P 12

5 新規 ⾼規格救急⾃動⾞の更新 消防課 P 13

主要施策２　⽣涯健康・⽣涯活躍のまちづくり

12 新規 健診から始める健康づくり事業 健康課 P 14

13 新規 地域⽀えあい活動推進モデル事業 地域包括⽀援課 P 16

14 拡充 在宅医療・介護連携推進事業 地域包括⽀援課 P 18

15 継続 地域共⽣社会の実現を⽬指した各部⾨別計画の策定 社会福祉課・介護保険課・障がい福祉課 P 20

16 新規 「福祉まるごと相談」の窓⼝を設置します 社会福祉課 P 22

主要施策３　希望が叶い、みんなで⼦育てを応援するまちづくり

16 拡充 ひとり親家庭の医療費助成の特例期限延⻑について 市⺠課 P 23

23 新規 病児保育事業（病児対応型）実施に向けての検討 ⼦育て⽀援課 P 24

24 新規 氷上さくら公園改修事業 河川整備課 P 25

25 新規 結婚に伴う新⽣活のスタートを応援します 社会福祉課 P 26

26 継続 保育⼈材確保事業 ⼦育て⽀援課 P 27

27 継続 質の⾼い就学前教育・保育の実施 ⼦育て⽀援課・学校教育課 P 28

主要施策４　「みんなが主役、みんなが活躍」のまちづくり

37 新規 みんなが主役　地域⼒アップ事業 市⺠活動課 P 29

38 拡充 ⽂化ホール⾃主事業の充実 ⽂化・スポーツ課 P 31

39 新規 ベートーベン⽣誕250周年記念公演 ⽂化・スポーツ課 P 33

40 新規 ⽂京区との連携を活かした東京オリンピック・ユースボランティア隊の派遣 総合政策課 P 34

41 新規 ワールドマスターズゲームズ2021関⻄における囲碁ボールの普及推進 ⽂化・スポーツ課 P 35

42 継続 市⺠プラザの運営 市⺠活動課・⼈権啓発センター P 36

主要施策５　暮らしを⽀える快適⽣活のまちづくり

53 継続 河川維持事業 河川整備課 P 38

54 継続 河川改良事業 河川整備課 P 39

54 継続 辺地対策事業債の活⽤による道路整備 道路整備課 P 40

55 継続 国庫交付⾦等の活⽤による道路整備 道路整備課 P 41

56 継続 法定外公共物の整備等に係る財政⽀援（補助） 道路整備課 P 42

57 継続 市単独財源による道路整備 道路整備課 P 43

58 拡充 公共交通の充実（路線バス・デマンド型乗合タクシー） 都市創造課 P 44

59 拡充 公共交通の充実（鉄道） 都市創造課 P 46

62

主要施策６　産業振興と観光資源を活かしたまちづくり

63 新規 歌道⾕公共⽤多⽬的⽤地調査事業 新産業創造課 P 48

64 拡充 丹波市産業振興⽀援事業（Bizステーションたんば） 新産業創造課 P 49

65 新規 道の駅「丹波おばあちゃんの⾥」再整備 観光拠点整備室 P 51

66 拡充 ⼤河ドラマを活かした観光推進事業 観光課 P 52

83 継続 ⿊井城跡落⽯防⽌対策⼯事の実施 ⽂化財課 P 53

67 新規 丹波⻯ミュージアム（仮称）構想 恐⻯課 P 54

68 新規 ⽔分れ資料館のリニューアル ⽂化財課 P 55
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　令和２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７　農林業振興と持続可能な農村環境づくり

72 継続 農
みのり

の学校の運営 農業振興課 P 56

73 新規 農
みのり

の学校の受講⽣及び修了⽣⽀援 農業振興課 P 57

74 継続 ⼥性農業者組織⽀援〜丹波　根っこの会〜 農業振興課 P 58

73 新規 農産物加⼯⾷品の有機JAS取得とGAP認証の取得⽀援 農業振興課 P 59

74 新規 コウノトリと育む持続可能な農村環境づくり 農業振興課 P 60

73 継続 丹波市産農林産物並びに農林産物加⼯⾷品の輸出促進 農業振興課 P 61

74 拡充 森林環境譲与税活⽤事業 農林整備課 P 62

主要施策８　将来の丹波市を担う⼈づくり

77 拡充 デジタル教科書の拡充 学校教育課 P 64

78 新規 プログラミング教材の導⼊ 学校教育課 P 65

79 継続 ⼩中学校校務⽤パソコン等更新 学事課 P 66

80 新規 ⼩中学校校内LAN整備及びタブレットパソコン導⼊（繰越分） 学事課 P 67

81 継続 ⼩学校施設整備 学事課 P 68

82 継続 学校給⾷センター厨房機器等の更新 学事課 P 69

79 新規 ⼭南地域市⽴中学校整備事業 教育総務課 P 70

80 新規 スクール・サポート・スタッフの配置 学校教育課 P 71

82 拡充 コミュニティ・スクールの充実 学校教育課・教育総務課 P 72

81 新規 ⾏政・教育アドバイザーの設置 教育総務課 P 73

84 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 P 74

その他

88 継続 統合庁舎整備の推進 都市創造課 P 76

89 新規 このまちと　ともに〜丹波市の歌〜メロディ放送 総合政策課 P 77

90 拡充 たんば移充テラス運営業務 住まいづくり課 P 78

91 新規 100年⽬となる令和２年国勢調査の実施 総合政策課 P 79

【事業内容の⾒⽅】

① 新規：令和２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：60事業 （新規：29事業、拡充：11事業、継続：20事業）
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新規 災害関係資機材整備  
⽬ 的 

平成 30 年⻄⽇本豪⾬や令和元年台⾵第 19 号等に⾒られるように災害は広域化かつ激甚化し、甚⼤な被

害を被った地域は避難所⽣活を余儀なくされます。このような中、⾃治体が避難所運営を⾏うにあたり、最も懸念す

べきことは災害関連死等の⼆次災害を発⽣させない⽣活環境を確保することです。 
本市では、避難所における良好な⽣活環境を確保するため、災害関係資機材を整備します。 

内 容 
⼤規模災害に備え、⾮常⽤電源や家族単位でのプライバシー空間を確保するパーテーション、また簡易ベッドなど、

⼤規模災害時災害関連死等の⼆次災害を発⽣させない避難所環境の質の向上に向け資機材の整備を⾏います。 
資機材は、⻑期化する避難に備えて市役所各庁舎で分散管理し、災害時には各庁舎から開設された避難所へ

資機材を集約させるなど、効率的な資機材活⽤に努めます。 
予 算 額 

219 万５千円 

財源内訳：⼀般財源 219 万５千円    

事業費内訳：災害関係資機材整備 219 万５千円 
整備予定品例 

 パーテーションと簡易ベッド                
担当課：⽣活環境部 くらしの安全課     連絡先：0795-82-0250 

021301  災害対策事業 
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新規 防災システム・機器の管理運⽤ 
 

⽬ 的 

平成 25 年度から⼆期に分けて整備を進めてきた防災⾏政無線デジタル化等整備事業が令和元年度で完了し

たことにより、今後は新たな防災⾏政無線設備及び同時に整備を進めた各種防災システムを活⽤して、⾃然災害

から住⺠の⽣命を守っていきます。 

平成 30 年⻄⽇本豪⾬、令和元年台⾵第 19 号など近年の災害は広域化かつ激甚化していますが、そのような

状況においては、気象状況や⼟砂災害警戒情報などの災害情報や、河川⽔位など現場からの情報を速やかに集

約し、迅速かつ正確に避難情報を市が発信し、住⺠や関係機関の避難⾏動を促すことが重要です。 

「いざ！」という時に防災⾏政無線の屋外スピーカーや⼾別受信機だけではなく、SNS など複数の媒体に同時に

緊急情報を発信し、確実に災害情報を伝えることができるよう、システムの適切な維持管理を⾏うとともに、担当職

員の訓練・研修を通して、システム機器の操作、運⽤を冷静、正確にこなせるよう⼈材育成に努めます。 

内 容 

防災⾏政無線及び各防災システムの適切な維持に係る保守点検及び運⽤に必要な電気使⽤料、通信料、ラ

イセンス料等と⼾別受信機の新規設置、不具合対応に係る委託費⽤を計上 

 

・防災⾏政無線（デジタル 60MHｚ帯）の保守点検 

（屋外拡声⼦局 201 地点及び簡易中継局含） 

・地域放送設備（アナログ 400MHｚ帯）の保守点検 

（地域親局設備 15 地点及び地域中継局含） 

・河川等カメラ（市内 7 地点）、気象観測装置・⾬量計（計 17 地点）の保守点検及び通信使⽤料 

・防災情報システム（避難判断⽀援・避難情報⼀括発信、被害情報収集）、IP トランシーバー、テレビ会議シ

ステム等操作端末機器の保守点検及びライセンス料、通信使⽤料 

・⼾別受信機の新規設置、不具合時の訪問対応の委託料 

 

 

    （防災⾏政無線放送卓）         （IP トランシーバー）       （⼾別受信機） 

予 算 額 

2,855 万 6 千円 

財源内訳：⼾別受信機購⼊希望者の負担⾦ 20 万円、⼀般財源 2,835 万 6 千円 

事業費内訳：保守点検委託料 800 万 6 千円、通信運搬費 984 万円、ライセンス使⽤料 264 万 8 千円 

⼾別受信機設置等委託料 268 万 2 千円、その他 538 万円 

 

担当課：⽣活環境部 くらしの安全課     連絡先：0795-82-0250 

021302  防災⾏政無線管理運営事業 
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新規 防災マップ作成事業  
⽬ 的 

近年、⾃然災害は広域化かつ激甚化しており、災害による被害を軽減するためには、居住している地域の災害リ

スクを知るとともに、防災に対する⽇頃からの備えが重要となります。 
そのためには、既に公表されている河川の洪⽔想定や⼟砂災害警戒区域、防災情報などを理解するとともに、避

難所や避難経路等を確認しておく必要があります。 
災害リスク情報や避難所等を確認できる防災マップを作成し、市⺠の防災意識を向上することで、災害からの被

害軽減に努めます。 
内 容 

平成 29 年度に作成した丹波市防災マップには、おもて⾯に⼟砂災害警戒区域や洪⽔想定などハザード情報、

避難所情報などを掲載し、うら⾯には避難情報の種別や⾮常持出品、知っていただきたい防災情報などを掲載して

います。 
令和元年度には河川の想定最⼤規模降⾬が 1/1000 年確率（1 年の間に発⽣する確率が 1/1000）に更

新されたこと、令和２年度中には市内全域で⼟砂災害特別警戒区域が指定される予定であることなどから、新たな

ハザード情報を周知する必要性があります。 
そこで、改めて防災マップの掲載内容を最新情報に更新し、市⺠のみなさんに防災情報等を周知します。 
⽇頃から地域における防災訓練や新たに制定した「⼼ つなぐ」防災の⽇を契機とした⾏動により、防災意識と防

災対策の向上を図ります。 
 ・仕様：Ａ１版・市内 17 分割（予定） 
 ・配布部数：26,000 部（各世帯１部） 
 ・配布時期：令和３年６⽉ごろ 
 ・説明会：全体⾃治会⻑会で説明後、全⼾配布いたします。 

予 算 額 
943 万８千円 

財源内訳：国県補助⾦ 471 万９千円、⼀般財源 471 万９千円    
事業費内訳：防災マップ作成委託料 943 万８千円 

スケジュール  
   

担当課：⽣活環境部 くらしの安全課     連絡先：0795-82-0250 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

土砂災害特別警戒区域

指定調査・告示

業務発注（業務期間）

市民配布・周知

令和３年度令和２年度　　　　　　　　　　　　年　月

　項　目

021301  災害対策事業 
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新規 ごみカレンダー・分別アプリの配信  
⽬ 的 

スマートフォン向けのアプリケーション（アプリ）によるごみカレンダー・分別アプリを配信することで、ごみ排出・分別に

関する情報⼊⼿⼿段を追加し、利便性を向上させ、更なる周知・啓発、ごみの減量化、再資源化を推進します。 
丹波市では、分別品⽬を 15 区分、収集⽇を６区分に分けています。なかでも、燃やすごみ・プラスチック製容器

包装ごみ以外の 13 品⽬の収集⽇は、⽉１回、２・３・４か⽉に１回と、４区分に分かれていることから、「収集⽇

忘れ」を防⽌することが必要です。今回のアプリの「収集⽇出し忘れ防⽌のアラート機能」は、利⽤者が設定した時

間に収集⽇の通知が来ますので、収集⽇忘れが防⽌できます。その他、検索が容易なごみ分別辞典や市からのお

知らせ通知などの機能を活⽤し、排出者の利便性向上、分別⽅法等の周知・啓発につなげます。 

内 容 

スマートフォン向けアプリケーションの配信 
(１) 配信開始⽇ 

   令和２年 10 ⽉１⽇に配信予定 

   ※10 ⽉は、「市」廃棄物減量⽉間、「環境省」３Ｒ推進⽉間 

(２) アプリの機能 

   ・収集カレンダー（利⽤者ごとに地域設定が可能） 

   ・収集⽇出し忘れ防⽌のアラート機能（利⽤者ごとに通知時間設定が可能） 

   ・分別辞典（ごみの分別⽅法、区分を検索可能。あいまい検索によりすばやく検索可能） 

(３) アプリの構築 

   ・全国的に利⽤されている「ごみカレンダー・分別アプリ」を使⽤し、丹波市版を構築 

   ・構築作業や新機種への対応作業は、アプリ運営会社が実施 

   ・分別辞典や収集⽇の変更等は、市担当者ＰＣから更新可能 

(４) アプリの利⽤料など 

   ・利⽤者の利⽤料は無料。ただし、アプリダウンロードに要する通信料は利⽤者負担 

予 算 額 
35 万２千円 

財源内訳：ごみ収集⼿数料 35 万２千円 

事業費内訳：(1) アプリ構築費 22 万円 

(2) アプリ⽉額使⽤料 13 万２千円 

初年度は令和２年 10 ⽉〜令和３年３⽉までの６か⽉ 
スケジュール 

 
担当課：⽣活環境部 環境課     連絡先：0795-82-1290 

アプリ仕様

業務委託

導入周知

アプリ配信

受託者決定

仕様確定

配信後周知事前周知

アプリ構築

11月 12月 1月 2月 3月

令和2年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

10/1～ アプリ配信開始

042102  清掃総務費 
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継続 「⾷べきり運動協⼒店」を通じた⾷品ロスの削減  
⽬ 的 

外⾷時において、⾷べ残すことをもったいないと考えている「⾷べ⼿の来店者」と「作り⼿の飲⾷店」をつなぐことで、

⾷べられるにもかかわらず廃棄されている⾷品ロスの削減を推進します。  
内 容 

飲⾷店や宿泊施設等のうち、⾷品ロス削減に取り組む「⾷べきり協⼒店」を募集し、登録した事業者を通じて⾷

べ残し削減をＰＲします。 
○ ⾷べきり協⼒店の取組み 

・⼩盛メニューやハーフサイズなどの導⼊ 
・⾷べ残しを減らすための呼びかけ 
・ポスターや卓上のぼり、コースターなどを通じた⾷品ロス削減情報の周知 
・持ち帰り希望者への対応 など 

○ 市の取組み 
「協⼒店から来店者へ」「来店者から協⼒店へ」「来店者同⼠が」、⾷べ残しを減らす⾏動を声かけしやすい

環境をつくります。 
・啓発資材を作成し、協⼒店などに提供 
・協⼒店の情報を市ホームページで紹介  

予 算 額 
31 万７千円 

財源内訳：⼀般財源 31 万７千円 
事業費内訳：啓発資材作成 31 万７千円  

スケジュール          
担当課：⽣活環境部 環境課     連絡先：0795-82-1290 

協力店募集

　　　周知

啓発資材 作成

1月 2月 3月

随時募集

広報紙掲載

令和2年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

042102  清掃総務費 
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新規  ⾼規格救急⾃動⾞の更新 
 

⽬ 的 

消防⾞両更新整備計画に基づき、消防活動⾞両を計画的に更新し安全・安⼼を確保します。 

内 容 

初期登録後 10 年以上を経過し、約 5,000 件の出動により 20 万㎞を⾛⾏した⾼規格救急⾃動⾞１台と、

積載する⾼度救命処置資機材を更新します。   

 
                  

⾞ 両 規 格    ４WD  A/T  新免許基準対応 

 

⾞両に積載する   患者監視装置 ⾞載⼈⼯呼吸器 

主な装備品     半⾃動除細動器 ⼼臓マッサージシステム 

             電動吸引器   

 

※現在、丹波市消防本部が保有する⾼規格救急⾃動⾞ 6 台、消防⾃動⾞ 7 台 

予 算 額 

3,346 万８千円 

財源内訳：地⽅債 3,160 万円、その他 10 万円、⼀般財源 176 万８千円    

事業費内訳：⾃動⾞購⼊費 救急⾞シャーシ・⾞体艤装（1 台）    2,075 万円 

         機械・器具費  半⾃動除細動器           （1 式）  276 万 7 千円 

                                     患者監視装置              （1 式）  382 万 1 千円 

                    ⾞載⼈⼯呼吸器           （1 式）      121 万円 

                     ⼼臓マッサージシステム     （1 式）   309 万 1 千円 

                    救命処置⽤資器材        （1 式）   118 万 9 千円 

                  委託料      無線及び運⽤管理端末移設業務       49 万 5 千円 

その他      保険料、公課費等                 14 万５千円 

スケジュール 

 

 

担当課：消防本部 消防課     連絡先：0795-72-2255 

高規格救急自動車購入

無線及び運用管理端末移設業務

旧車両売払い手続き

１２月 １月 ２月 ３月

　高規格救急自動車（3号車）更新

積載資器材購入

事務項目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月

起工伺（一般競争入札） 開札・契約 仕様・工程打合せ 中間検査 緊急車両登録 納車・検査

仕様書・設計書作成 起工伺（一般競争入札） 開札・契約 納品・検査

起工伺・契約 移設業務

起工伺・契約・移設業務完了後抹消

検
査

完
了
後

運
用
開

始

資機材積載

091308  消防活動⾞両整備事業 
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新規 健診から始める健康づくり事業  
⽬ 的 

ミルネ健診センターが令和元年７⽉に開設したことに伴い、令和２年度から健診体制をミルネ健診センターを中

核としたものに変更します。新しい健診体制により、「健診から始める健康づくり」をより⼀層推進し、健診の普及啓

発、健診の定着化、健診受診率の向上を図り、市⺠の健康寿命の延伸を⽬指します。 
内 容 
（１）がん検診節⽬年齢の無償化 
     ・肺・胃・⼤腸がん検診…年度末年齢 41 歳、51 歳、61 歳、71 歳の⽅の⾃⼰負担を無料に【新規】 

・⼦宮頸がん検診…すでに年度末年齢 21 歳、31 歳、41 歳の⽅には⾃⼰負担無料の節⽬検診を実

施。さらに 51 歳、61 歳、71 歳の⽅の⾃⼰負担を無料に【拡充】 

 ・乳がん検診…すでに年度末年齢 41 歳、51 歳、61 歳の⽅には⾃⼰負担無料の節⽬検診を実施 

さらに 71 歳の⽅の⾃⼰負担を無料に【拡充】  
（２）受診券の個別送付 

健診対象者個⼈毎に受診券を送付、各⾃都合に合わせて直接健診機関に申し込みができるようになります。 
 

（３）健診機関の拡充 

①ミルネ健診センター    ●⾃⾝の都合に合わせた⽇程で予約が取れ、都合が悪くなった時には⽇程変更ができます。  
●健診当⽇に⾎液検査の結果が分かり、結果説明を受けて帰ることができます。 
●受診可能なすべての健診項⽬（特定健診・後期⾼齢者健診・肺がん・胃がん・⼤腸がん・⼦宮頸がん・

乳がんのうち、年度で対象となるもの）を同⽇で受診することができます。 
②医療機関健診 

●⾝近なかかりつけ医で特定健診・後期⾼齢者健診が受診できるようになります。（かかりつけ医で継続的

に治療されている⽅に適しています。） 
③巡回健診（９〜10 ⽉頃） 

●これまでどおり期⽇を指定して、旧町単位の６地域で巡回健診を⾏います。 
●健診項⽬を増やし、婦⼈科以外のがん検診を同時実施します。 
●１時間程度で特定健診・後期⾼齢者健診とがん検診（ただし、75 歳以上の胃がん検診を除く。）を

受けることができます。  
（４）健診機会の拡充 

⾼齢者の健康づくりのため、各健診機関に後期⾼齢者健診を加えるとともに、治療の有無にかかわらず受診

できるようになります。 
予 算 額 

7,685 万円 

財源内訳：国補助⾦ 24 万４千円、⼀般財源 7,660 万６千円    

事業費内訳：消耗品費 59 万４千円、印刷製本費 110 万 9 千円、通信運搬費 218 万８千円 

検査委託料 7,099 万円、受診券発送業務委託料 196 万９千円 

041208  健康増進事業 
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スケジュール                                                            
担当課：健康部 健康課     連絡先：0795-88-5750 

年度

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

センター健診

医療機関健診

巡回健診

令和2年度

健診期間

健診期間
受

診

券

発

送

受

診

券

発

送

受

診

券

発

送

受

診

券

発

送

受

診

券

発

送

受

診

券

発

送
健診期間
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新規 地域⽀えあい活動推進モデル事業  
⽬ 的 

現在、地域⽀えあい推進員が中⼼となり市内 25 地区での「⽀えあい推進会議（互助による⽣活⽀援を協議

する場）」（以下「推進会議」という。）や「よろずおせっかい相談所サテライト（愛称：つなぎ）」（以下「つなぎ」

という。）の⽴ち上げを⽀援し、地域の⾃主的な活動や⾃助と互助の体制を図りながら地域包括ケアシステムの深

化・推進に取り組んでいます。 
その取組をより推進するため、新たに「地域⽀えあい活動推進モデル事業」を実施します。モデル事業として選定さ

れた地区は、テーマ別のモデル事業を通して、その地域の⽣活課題の解決をめざして活動し、市はその取組に対して

補助⾦の交付と専⾨職による⽀援を⾏っていきます。 
また、その取組や活動の成果を好事例として地域に公表し、他地域の推進会議やつなぎの⽴ち上げの促進が図

れるようにします。そして⽴ち上がった推進会議やつなぎが既存の補助事業や制度の利⽤につながるように⽀援し、

継続した活動ができるようにすることにより、市⺠⼀⼈ひとりが住み慣れた地域で、できる限り⻑く⾃分らしい⽣活を続

けることができる体制を整えていくことを⽬的とします。   
内 容 
１ 地区選定 

市内６地域から１地区を⽬安に、６つの地区をモデル地区として選定します。 
２ モデル事業の実施 

各モデル地区はそれぞれの地域課題に則したテーマに係る事業をモデル事業として企画・実施し、解決策等を協

議検討し活動を実践します。 
≪モデル事業例≫ 
①相談⽀援体制確⽴モデル事業（地域と⺠⽣児童委員や社会福祉法⼈との連携による相談体制の確⽴） 
②集いの場を活かした相互⾒守り活動モデル事業（百歳体操等の集いの場を通じた声かけや、⽀えあい活動の推進） 
③認知症地域⾒守り活動モデル事業（地域の認知症理解の推進とチームオレンジによる⾒守り⽀援の推進） 
④家事⽀援モデル事業（暮らし応援隊等の活⽤による買い物、掃除、料理等の相互⽀援） 
⑤災害時要⽀援者避難⽀援体制整備モデル事業（ケアプラン情報を活かした災害協⼒体制の構築） 

３ 市の⽀援 
市はその活動に対して補助⾦の交付と専⾨職の関与、地域資源や⼈材の活⽤⽅法について情報提供や助⾔

し、モデル事業を通じた活動を成功事例へと導きます。 
４ 課題解決の実践 

モデル地区はモデル事業の実施を通して、研修会の実施や必要な物品の購⼊を⾏うとともに、市や地域の⼈材、

社会資源を活⽤して課題解決に向けた活動を実施します。 
５ 成功事例の発表 

⼀定の成果が得られた地区については、翌年度の地域⽀えあいフォーラムで成功事例として発表していただきま

す。     

220411  ⽣活⽀援体制整備事業費 

（介護保険特別会計保険事業勘定） 
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予 算 額 

240 万円 

財源内訳：国県補助⾦ 138 万６千円、その他 55 万２千円、⼀般財源 46 万２千円    

事業費内訳：1 地区 40 万円補助×６地区   

（例）１地区の事業費 

 ・講師謝⾦：10 万円 

 ・講師交通費：５万円 

 ・需⽤費（消耗品費、印刷製本費）：15 万円 

 ・備品購⼊費：10 万円 

スケジュール 
                                

担当課：福祉部 地域包括⽀援課     連絡先：0795-88-5751 
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拡充 在宅医療・介護連携推進事業 
 

⽬ 的 

市⺠⼀⼈ひとりが住み慣れた丹波市で⾃分らしく暮らし続けるためには、地域包括ケアシステムをより⼀層、深化・

推進し、在宅医療・介護連携を進める必要があります。このため、「⽣まれてからの⼈⽣」や「これからの⼈⽣」への思

いを家族や周囲の⼈たちと繰り返し話し合い、「⾃分の望む暮らし」を確認し、⽀えあいながら暮らし続けることを⽬的

とした『⼈⽣会議』について、専⾨職及び市⺠に正しく理解してもらうための「研修会」及び「フォーラム」を実施します。 

専⾨職を対象とした「研修会」では、医療や介護に携わり在宅⽣活を⽀える専⾨職としての『⼈⽣会議』の知識

を取得し、多職種連携の必要性を学びます。 

また、市⺠を対象とした「フォーラム」においては、講演会の実施と丹波市内で在宅療養者をチームで⽀えている医

師や看護師、介護職等からの実践報告によって、多職種が連携した在宅医療の重要性について周知及び理解啓

発を促進します。 

※⼈⽣会議とは、ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）の愛称で、もしもの時のために、⾃分が望む医療

や介護について前もって考え、家族等や医療、ケアチームと繰り返し話し合い、共有する取組のことです。 

内 容 

１ 専⾨職向け『⼈⽣会議』普及研修（多職種連携の推進） 

①対 象 者：保健・医療・福祉関係者（医師、看護師、ケアマネジャー、介護⼠等） 

 

②内 容：研修会（講義・質疑応答含めて１時間半〜２時間） 

       テーマ：『⼈⽣会議』を正しく理解し、普及・推進するために(仮) 

 

③ 開催⽇時： 令和２年５〜７⽉（平⽇ 夜間） 

 

④ 開催場所： 県⽴丹波医療センター（予定） 

 

 

２ ⼀般市⺠向けフォーラムの開催（市⺠への啓発活動） 

①対 象 者：市⺠ 

 

②内 容：地域包括ケアシステム構築フォーラム IN たんば（仮称）〜本⼈の選択と本⼈・家族の⼼構え〜 

１部：市⺠講演会 

講師候補：神⼾⼤学医学部附属病院 特命教授 ⽊澤 義之⽒ 

テーマ：⾃分らしく⽣きるための『⼈⽣会議』の必要性を理解する（仮） 

 

２部：パネルディスカッション（事例報告） 

         市内で在宅療養者をチームケアされている現状についてそれぞれの⽴場から報告（発表） 

          パネリスト（案）：医師（訪問診療されている医師）、訪問看護師、介護職、ケアマネジャー 

 

③開催⽇時：令和２年９⽉〜11 ⽉頃 

 

④開催場所：春⽇⽂化ホール 

 

 

220414  在宅医療・介護連携推進事業費

（介護保険特別会計保険事業勘定） 
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予 算 額 

59 万３千円 

財源内訳：国県補助⾦ 34 万２千円、その他 13 万６千円、⼀般財源 11 万５千円    

事業費内訳 

・講師謝⾦：14 万円（医師、看護師等、交通費含む） 

・謝 礼 ⾦：15 万９千円（医師、その他パネリスト、⼿話通訳、パソコン要約筆記、交通費含む） 

           ※その他パネリスト：訪問看護師、介護職、ケアマネジャー等 

・需 ⽤ 費：13 万６千円（パンフレット代、チラシ印刷代他） 

・役 務 費：11 万７千円（新聞広告折込代他） 

・使 ⽤ 料：４万１千円（会場使⽤料他） 

 

 

スケジュール 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課：福祉部 地域包括⽀援課     連絡先：0795-88-5751 
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継続 地域共⽣社会の実現を⽬指した各部⾨別計画の策定  
⽬ 的 

令和元年度から２年間かけて策定に取り組んでいる地域福祉計画は、社会福祉法で福祉の各分野別計画の

上位計画として位置づけられており、地域における⾼齢者、障がい者及び児童の福祉に関して、共通して取り組むべ

き事項に加え、地域福祉を推進するために必要な事項等を盛り込む計画です。 
先⾏して策定を進めている地域福祉計画の基本理念等に基づき、令和２年度には、関連する以下の各部⾨別

計画についても改定を進め、記載する内容や反映させる地域情勢等について整合性を図ることとします。 
地域福祉計画並びに福祉の各部⾨別計画策定後には、市、住⺠、地域、社会福祉協議会を含めた社会福祉

法⼈等が、あらゆる分野を横断して連携できる体制の構築を図るとともに、住⺠が様々な⽣活課題を抱えながらも、

住み慣れた地域で⾃分らしく暮らしていけるよう、共に⽀えあいながら、創っていくことのできる社会（地域共⽣社

会）の実現に向けた取組を進めます。 
内 容 
（１）地域福祉計画と関連する⾏政計画の計画期間 

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

H29 H30 H31(R1) R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

地域福祉

計画 

2 期 計画期間 

(H27～H31) 

改定 

(R2 計画延長) 

3 期 計画期間 

(R3～R7) 

改定 

※時点修正含む 
 

介護保険

事業計画 
改定 

7 期 計画期間 

(H30～R2) 
改定 

8 期 計画期間 

(R3～R5) 
改定 

9 期 計画期間 

(R6～R8) 
改定 

障がい者

基本計画 
改定 

3 期 計画期間(H30～R5) 

※R2 時点修正 
改定 

4 期 計画期間 

(R6～) 

障がい 

福祉計画 
改定 

5 期 計画期間 

(H30～R2) 
改定 6 期 計画期間 

(R3～R5) 
改定 

7 期 計画期間 

(R6～R8) 
改定 

障がい児

福祉計画 
策定 

1 期 計画期間 

(H30～R2) 
改定 2 期 計画期間 

(R3～R5) 
改定 

3 期 計画期間 

(R6～R8) 
改定 

子育て 

支援計画 

計画期間 

(H27～H31) 
改定 計画期間（R2～R6） 改定 計画期間 

(R7～R11) 

健康 

たんば 21 
2 次 計画期間（H28～R7） 改定  

DV 基本 

計画 
策定 

2 次 計画期間 

(H30～R4) 
改定 

3 次 計画期間 

(R5～R9) 

《参考》 

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

H29 H30 H31(R1) R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

総合計画 
前期 計画期間 

(H27～H31) 
改定 後期 計画期間(R2～R6) 改定   

（２）⾼齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画 
   令和３年度から５年度まで（３年間）の⾼齢者保健福祉サービス等の施策の検討を⾏うとともに、必要な

介護サービス及び地域⽀援事業の⽅策と⾒込量による介護保険料の算定を⾏います。 
（３）障がい者・障がい児福祉プラン 

 平成 30 年３⽉に⼀体的に策定した「障がい者・障がい児福祉プラン」において、「第３期障がい者基本計画

（障がい者施策に関する基本計画）」の時点修正、「第５期障がい福祉計画（障害福祉サービス等にかかる

計画）」及び「第１期障がい児福祉計画（障がい児の通所⽀援等にかかる計画）」の改定を進めます。 
    

031103 社会福祉総務費、031302 障害福祉総務費 

220108 計画策定委員会費（介護保険特別会計保険事業勘定） 
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予 算 額 
（１）地域福祉計画（社会福祉課） 

363 万 8 千円 

財源内訳：⼀般財源 363 万 8 千円 
事業費内訳：委員報酬 48 万 3 千円、委員謝⾦ 8 万 4 千円、費⽤弁償 20 万 3 千円 

地域福祉計画等策定⽀援業務委託料（債務負担）203 万 1 千円 

地域福祉計画等策定⽀援業務委託料 83 万 7 千円  
（２）⾼齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画（介護保険課） 

709 万 4 千円 

財源内訳：⼀般財源 709 万 4 千円    

事業費内訳：委員報酬 29 万 4 千円、謝礼⾦ 16 万 8 千円、費⽤弁償 13 万 5 千円 

需⽤費 24 万 2 千円、役務費 11 万 7 千円 

介護保険事業計画等策定⽀援業務委託料 613 万 8 千円 

 

（３）障がい者・障がい児福祉プラン（障がい福祉課） 
233 万 4 千円 

財源内訳：⼀般財源 233 万 4 千円    

事業費内訳：委員報酬 43 万 3 千円、謝礼⾦ 6 万円、費⽤弁償 18 万 6 千円 

役務費 59 万円、実態調査業務委託料 106 万 5 千円  
スケジュール 
（１）地域福祉計画 
   計画策定：平成 31 年 4 ⽉（継続）〜令和 3 年 3 ⽉ 

   地域福祉計画推進協議会：4 回/年 
   答申：令和 3 年 2 ⽉  
（２）⾼齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画 
   計画策定：令和 2 年 4 ⽉〜令和 3 年 2 ⽉ 

   介護保険事業運営協議会 6 回/年 

 

（３）障がい者・障がい児福祉プラン 

   計画策定：令和 2 年 4 ⽉〜令和 3 年 2 ⽉ 

   障がい者施策推進協議会：5 回/年 

   答申：令和 3 年 2 ⽉ 

※パブリックコメント：令和 2 年 12 ⽉〜令和 3 年 1 ⽉（上記 3 計画同時）       
担当課：福祉部 社会福祉課      連絡先：0795-88-5276 

〃   介護保険課      連絡先：0795-88-5266 

        〃     障がい福祉課        連絡先：0795-88-5262 
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新規 「福祉まるごと相談」の窓⼝を設置します  
⽬ 的 
  市⺠が、⾝近な暮らしの困りごとを迷わず相談し、安⼼した⽣活を送ることができるように、また、困りごとのある市

⺠を孤⽴させないために、相談を丸ごと受け⽌め、様々な機関や⼈とのつながりのなかで⼀緒に課題を整理し、解

決していく「福祉まるごと相談」の窓⼝を設置します。                                               

内 容 
【どんな相談ができるの？】 
 「親の介護と⼦育てが同時でしんどい。」 「親がいなくなった後の⼦どもの将来が⼼配。」 「働きたいけれど就職先

がみつからない。」 「失業中で家賃が払えない。」 「借⾦があるので、⽣活が苦しい。」 「近所で困っている⼈がい

るけど、市役所のどこの部署に相談をしたらよいかわからない。」 など、⽣活していく上での困りごとを⼀⼈きりで悩ま

ずお話ください。 
相談⽀援員や就労⽀援員に加え、新たに配置する社会福祉⼠などの専⾨職が、⼀緒に考え、解決に向けて

伴⾛型の⽀援を⾏う相談窓⼝です。 
  
【相談先】 

丹波市 福祉まるごと相談  
電話 ： 0800-200-3393（相談専⽤フリーダイヤル） 

      相談時間 ： ⽉曜⽇〜⾦曜⽇ 8 時 30 分〜17 時 15 分  
 【相談⽅法】 
    電話での相談のほか、市役所の窓⼝やご⾃宅など、ご希望の場所で相談に応じます。 

 秘密厳守で、相談は無料です。 
   

【相談⽀援の流れ】 
① ⽣活をする上でのお困りごとを、相談⽀援員などにお話ください。 

     ② 相談者の意志を尊重しながら、解決に向けた⽬標や⽀援の内容を⼀緒に考え、計画を作ります。 
     ③ 計画に基づいて、相談者ができること、⽀援者ができることを明確にしていきます。 
     ④ 必要に応じて、市役所の関係する部署や市役所以外の関係する機関との連携を図ります。また、⽀援に 

必要な⼈とのつながりをつくり、みんなで⽀援する体制を整えます。 
     ⑤ 困りごとが解決すると⽀援は終了しますが、安定した⽣活が維持できているか、⼀定期間、相談⽀援員に 

よる⾒守りを⾏います。  
予 算 額 

728 万 4 千円 
財源内訳：国補助⾦ 539 万 8 千円、⼀般財源 188 万 6 千円    
事業費内訳：相談⽀援事業費 634 万 6 千円（相談員⼈件費・電話代などの事務費） 
         住居確保給付⾦事業 37 万 8 千円 ⼀時⽣活⽀援事業 56 万円  

担当課：福祉部 社会福祉課     連絡先：0795-88-5272 

033104  ⽣活困窮者⾃⽴⽀援事業 

22



 
拡充 ひとり親家庭の医療費助成の特例期限延⻑について   
⽬ 的 

兵庫県との共同事業として実施しているひとり親家庭に対する医療費の⾃⼰負担の⼀部助成については、平

成 26 年７⽉の県の⾏⾰により所得制限が厳しくなり、過半数の受給者が助成の対象外となることから、本市単

独で所得制限を緩和して、ひとり親世帯を⽀援しています。 

この特例期限が令和２年６⽉ 30 ⽇をもって切れることから、今後も引き続き、ひとり親家庭の経済的負担の

軽減を図るため、期限を延⻑します。 

内 容 
・対 象 者 
  １ 丹波市内に住所のある⽅ 
  ２ 医療保険に加⼊されている⽅（国⺠健康保険や社会保険など） 
  ３ 死別・離婚などにより、⺟⼦家庭・⽗⼦家庭となった⽅で 18 歳になった最初の３⽉ 31 ⽇を過ぎていな

い児童（概ね⾼校卒業までのことを⾔います。）を養育している⺟⼦家庭・⽗⼦家庭の⺟、⽗およびその児

童や両親のいない遺児 
  ４ ⺟⼦家庭・⽗⼦家庭の⺟、⽗、または扶養義務者の所得が市の所得制限限度額未満の⽅  
・⼀部負担⾦（⾃⼰負担額） 

負 担 区 分 ⼀ 部 負 担 ⾦ 
外 来 ⼊ 院 

扶養義務者が市⺠税⾮課税

世帯で世帯全員の年⾦収⼊

を加えた所得が 80 万円以下

の⽅ 保険医療機関（薬局含む）ごと

１⽇ 400 円まで 

（⽉２⽇まで） 

１割負担 

（⽉ 1,600 円まで） 
連続して３ヶ⽉⼊院

した場合、４ヶ⽉⽬

以降負担はありませ

ん。 
上記以外の⽅ 保険医療機関（薬局含む）ごと

１⽇ 800 円まで 

（⽉２⽇まで） 

１割負担 

（⽉ 3,200 円まで） 

    ※外来については、ひとつの医療機関や薬局で⽀払う⼀部負担⾦は⽉２⽇まで、３⽇⽬からの負担はありません。   
・延⻑期間：令和２年６⽉ 30 ⽇までを令和５年６⽉ 30 ⽇までの３年間延⻑します。  

予 算 額 
2,013 万円 

財源内訳：県補助⾦ 439 万 5 千円 ⼀般財源 1,573 万 5 千円 

事業費内訳：医療費 1,944 万円 受給者証印刷代他 69 万円 

                     
担当課：⽣活環境部 市⺠課     連絡先：0795-82-6690  

032301 ⺟⼦家庭等医療費給付事業 
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新規 病児保育事業（病児対応型）実施に向けての検討   
⽬ 的 

平成 31 年４⽉に、市内全ての地域で 13 園の幼保連携型認定こども園が開園し、質の⾼い幼児教育・保

育を提供する環境が整いました。 

病児保育については、認定こども園に在籍する園児が、保育中に微熱を出すなどの体調不良となった場合に、

保護者が迎えに来るまでの間、緊急的に対応する「体調不良児対応型」の保育を実施していますが、乳児から⼩

学校 6 年⽣までの児童が、病気などにより、家庭で保育を⾏うことができない場合には対応しておりません。 

⼦育て世代が、安⼼して働くことのできる環境整備の⼀環として、新たに、医療機関等に付設された専⽤スペ

ースで⼀時的に保育する、「病児対応型」の病児保育の実施に向けて検討を⾏います。 

内 容 
・検討⽅法：庁内関係課による検討委員会を設置し、病児対応型保育事業の実施に向けた検討をする。  
・取組内容：①検討委員会での検討 
        ②病児対応型保育のニーズ量の調査 
        ③先進的な取組⾃治体等への視察 
         
・検討項⽬：①運営形態（公設公営・公設⺠営・⺠設⺠営） 
        ②事業規模（施設規模、必要な⼈材規模） 
        ③想定されるリスク、課題 
        ④事業費  
・検討結果のとりまとめ時期：令和２年 10 ⽉ 中間とりまとめ（令和３年度予算に反映）  

予 算 額 
48 万９千円 

財源内訳：⼀般財源 48 万９千円 

事業費内訳：病児保育事業（病児対応型）に向けての検討費⽤  48 万 9 千円                                  
担当課：教育部 ⼦育て⽀援課     連絡先：0795-77-0201  

032414  幼児教育・保育推進事業 
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新規 氷上さくら公園改修事業  
⽬ 的 

氷上さくら公園は、⼤型商業施設の近くに位置し、野菜直販所なども有していることから、親⼦連れや⾼齢者の

憩いの場として親しまれ利⽤されています。 
しかし、開園後 18 年が経過し展望台及びトイレの⽼朽化が進んでいるため、展望台は撤去して四阿

あ ず ま や

を設置し、

園路の整備を⾏います。また同時に、トイレ棟も改修⼯事を⾏います。  
内 容 
１ 氷上さくら公園整備⼯事  
   ・展望台の撤去（本体が⽼朽化し危険なため、修繕は⾏わず撤去する） 
   ・四阿

あ ず ま や

（３ｍ×３ｍ程度）の設置 
   ・園路舗装（芝⽣広場周囲と築⼭の中の園路の舗装⼯事、⾯積は約 1,800 ㎡） 
２ トイレ改修 
   ・外装  外壁、屋根の補修及び塗装 
   ・内装  壁、床、天井の補修及び⼤便器、⼩便器、⼿洗い器具の取り替え  
（参考：氷上さくら公園） 
   所 在 地  丹波市氷上町⽝岡 467 番地１ 
   ⾯   積  約 1.2ha 
   開設時期  平成 13 年度 
予 算 額 

3,300 万円 
  財 源 内 訳：地⽅債 3,130 万円 、 ⼀般財源 170 万円 
  事業費内訳：⼯事請負費  3,300 万円 
             ・公園整備  2,220 万円 
             ・トイレ改修 1,080 万円 

スケジュール 
(万円) 

種 ⽬ R１ R２ 
設計業務 164   
整備⼯事  3,300 

担当課：建設部 河川整備課     連絡先：0795-74-2653 

083202  桜づつみ公園管理事業 
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新規 結婚に伴う新⽣活のスタートを応援します  
⽬ 的 
  経済的理由で結婚に踏み出せない若年世代の⼈たちの経済的不安を軽減することで、結婚にともなう新⽣活 
のスタートを応援するとともに、丹波市での定住促進・⼈⼝減少対策の強化を図ります。                           

内 容 
令和２年１⽉１⽇から令和３年３⽉ 31 ⽇までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦が、⾃⼰の居住のため

に購⼊した住宅の住宅取得費⽤、または、賃貸借契約を締結した市内の賃貸住宅の⼊居等にかかる費⽤や引越

しにかかる費⽤の⼀部を補助します。  
【補助対象世帯】 以下のいずれにも該当する世帯 
  ① 夫婦共に、婚姻⽇における年齢が 34 歳以下であり、夫婦の所得合計額が 340 万円未満であること。    

   ② 他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。 
   ③ 夫婦のいずれもが市税を滞納していないこと。 
   ④ 世帯全員が、 暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条 

第６号に規定する暴⼒団員でないこと。  
 【補助⾦額】   住宅費、引越し費⽤等を合わせた額 上限 30 万円   
 【補助内容】 

項⽬ 補助対象経費 補助の要件 
住宅取得費⽤ 婚姻に伴い、新たに住宅を購⼊する際に要し

た建物の購⼊費⽤ 申請時に、購⼊した住宅で現に⽣活をして

おり、その住宅が夫婦のいずれかの名義にな

っていること。 
住宅賃貸費⽤ 婚姻に伴い、新たに住宅を賃借する際に要す

る、賃料、敷⾦、礼⾦、共益費、仲介⼿数

料 申請時に、賃借した住宅で現に⽣活をして

おり、賃貸借契約者が夫婦のいずれかにな

っていること。 
引越し費⽤ 婚姻に伴う引越しに要する、引越し業者また

は運送業者へ⽀払う荷物の移動・運送に要

した費⽤ 申請時に、⽣活をする住宅に荷物が運びこ

まれており、現に⽣活をしていること。  
予 算 額 

450 万円 

財源内訳：県補助⾦ 225 万円、⼀般財源 225 万円    
事業費内訳：結婚新⽣活⽀援補助⾦ 450 万円（30 万円×15 件）    

担当課：福祉部 社会福祉課     連絡先：0795-88-5272 

031117  婚活⽀援事業 
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継続 保育⼈材確保事業  
⽬ 的 

保育教諭等の⼈材不⾜は全国的な課題となっており、市においても就学前教育・保育に対するニーズに応え、質

の⾼い幼児教育・保育を提供するための⼈材確保が喫緊の課題であることから、保育教諭等の処遇改善をはじめ、

保育補助者の登⽤など、保育⼈材確保策を積極的に推進します。 
内 容 

①認定こども園の正規保育教諭について、平成 28 年度給与⽐で⽉額平均 3 万円アップの給与改善を公定価

格上の処遇改善とあわせて継続します。 

  ○対象職員⾒込数：８法⼈ 13 認定こども園の保育教諭 225 名 

②短時間勤務の保育補助者を雇⽤し、保育教諭の離職防⽌、業務の負担軽減を図ります。 

③丹波市保育協会や丹波市社会福祉法⼈連絡協議会と連携し、就職フェアの開催や養成校訪問活動等を

⾏います。 

  ○就職フェア２回実施  ○こども園⾒学会１回実施 

④特別⽀援保育事業の資格要件を撤廃し、保育希望者を受け⼊れるための保育教諭確保を促進します。 

⑤⼦育て⽀援員研修（地域保育コース）を実施し、保育従事者を養成します。 

  ○基本研修２⽇間、専⾨研修６⽇間、参加 20 名程度 

予 算 額 
6,824 万９千円 

財源内訳 :国補助⾦ 874 万６千円、⼀般財源 5,950 万３千円 

事業費内訳:保育教諭等処遇改善補助⾦ 4,657 万４千円 

      保育補助者雇上強化補助⾦ 1,107 万５千円 

特別⽀援保育事業補助⾦         972 万円 

⼦育て⽀援員研修講師謝⾦          88 万円 

スケジュール  
内容 R２年 

５⽉ 

 

６⽉ 

 

７⽉ 

 

８⽉ 

 

９⽉ 

 

10 ⽉ 

 

11 ⽉ 

 

12 ⽉

就職フェア（福祉全般）          

 神⼾開催         

市内開催         

こども園⾒学会         

⼦育て⽀援員研修             
担当課：教育部 ⼦育て⽀援課     連絡先：0795-77-0201 

032414  幼児教育・保育推進事業 
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継続 質の⾼い就学前教育・保育の実施  
⽬ 的 

認定こども園等の保育教諭を対象にキャリアアップ研修を実施し、就学前教育・保育事業の質的向上を図りま

す。 
また、認定こども園がそれぞれ抱える課題の解決に取り組めるよう⽀援するとともに、特別⽀援保育の充実を図り

ます。 
内 容 

① 市内すべての地域で幼保連携型認定こども園による質の⾼い就学前教育・保育を実施します。 

市内施設数 ・認定こども園 13 園    

②認定こども園が抱える課題解決を図るため、課題解決型補助⾦を交付し認定こども園の運営を⽀援します。 

③特別⽀援保育事業について、各園にコーディネーターを配置し、⼩学校や保護者との連携をスムーズにし特別

⽀援保育の充実と園児の成⻑を図ります。 

  ・令和元年度実績⾒込み  コーディネーター13 名 加配保育教諭等 56 名 

④保育中に微熱を出すなど体調不良となった場合でも、保護者が安⼼して預けられる教育・保育環境を整えるた

め、認定こども園における看護師配置を積極的に⽀援します。 

  ・令和元年度実績⾒込み  全 13 園のうち９園   

⑤キャリアアップ研修を実施し、保育教諭等の資質向上を図ります。 

  ・幼児教育、乳児保育、障害児保育、保護者⽀援、マネジメントの５分野の領域で研修を実施（１分野

15 時間） 

⑥低年齢児の受⼊施設として⼩規模保育事業等を⽀援します。   

  市内施設数 ・⼩規模保育事業所１園    

予 算 額 
24 億 6,137 万 7 千円 

財源内訳：国補助⾦９億 3,935 万 5 千円、県補助⾦５億 4,560 万５千円、 

⼀般財源９億 7,641 万 7 千円    

事業費内訳：施設型給付費・施設等利⽤給付費     20 億 2,793 万２千円 

          課題解決型補助⾦                           ２億 6,781 万５千円 

    特別⽀援保育事業補助⾦                      １億 1,292 万円 

    病児保育事業補助⾦                              5,148 万８千円 

キャリアアップ研修事業費                               122 万２千円 

 

 

 

 

 

担当課：教育部 ⼦育て⽀援課     連絡先：0795-77-0201    

         教育部 学校教育課      連絡先：0795-70-0811   

032414  幼児教育・保育推進事業

104106   幼児教育研修事業 
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新規 みんなが主役 地域⼒アップ事業  
⽬ 的 

令和２年１⽉に⾃治協議会のあり⽅懇話会から２年間の検討結果を取りまとめた報告書が提出されました。 
この報告書では、⾃治協議会の望ましい将来の姿として、⾃治協議会の役割、⾏政や⾃治会との関係、活動内

容、役員や意思決定など組織のあり⽅、財源などについて提案しています。 
今後は、各⾃治協議会がこの報告書を踏まえて、それぞれの⾃治協議会の現状、課題、⽬指すべき⽅向性など

を協議し、合意形成を図り、改善に向けて計画的に取り組んでいくことが重要です。 
そのための第１段階として、各⾃治協議会をはじめ市⺠に報告書の理解を促し、それぞれの⾃治協議会に相応

しい改善計画づくりを進めるとともに、第２段階として、⾃治協議会の具体的な組織⼒アップのための取組を促進さ

せるため、特定の取組へのインセンティブを付与するほか、⾃治協議会とともに地域課題解決の担い⼿となる市⺠活

動団体の組織⼒の充実を図る取組に対して⽀援を⾏います。 
内 容 

ステップ１ 
⾃治協議会⾃⼰診断⽀援事業（組織の⽅向性と活動の再考） 

・⾃治協議会のあり⽅懇話会の報告を踏まえて、各⾃治協議会が⾃らの組織の⽬的・性格、役員や事務

局などの組織のあり⽅、活動内容等を⾃⼰診断し、改善する取組を⽀援する。 
【⾃治協議会での事業の進め⽅】 

①⾃治協議会のあり⽅懇話会報告書の理解 
②現状における⾃治協議会の⽬的・性格の確認及び将来の⽅向性の合意 
③現状における課題の洗い出し、改善⽅策案（⾃⼰診断書）の作成 
④学識経験者による現地診断 
⑤学識経験者のアドバイスに基づいた改善計画の決定 

【⽀援内容】 
・⾃⼰診断をもとに⾃治協議会が組織改⾰、活動の再編を⾏うための助⾔など、学識経験者の現地診断に

伴う⽀援を⾏う。  
ステップ２ 
（１）⾃治協議会組織⼒アップ事業 

・⾃⼰診断⽀援事業後の組織改⾰先⾏実施として、地域の若者、⼥性活躍の場づくりなど組織改⾰をした

⾃治協議会に対して地域づくり交付⾦の加算を⾏う。 
【加算項⽬】 

情報発信⼒の強化、若者や⼥性の役員登⽤、外部研修による⼈材育成、複式簿記の導⼊、 
事業の棚卸、事業評価の導⼊、安定的財源の確保 等 

（２）市⺠活動団体等元気アップ事業 
・地域課題が⼭積する中で、⾃治協議会の役割が⼤きくなっている⼀⽅、その⽀援として NPO などの市⺠活

動団体の役割も⼤きくなっている。その対策として、市⺠活動団体が組織⼒や専⾨性の向上を図り、⾃治協

議会や⾏政との協働のパートナーとして期待に応えられるようその能⼒向上の取組を⽀援する。また、⾃治協

議会のあり⽅懇話会の提⾔にある⽬指す⽅向性や好事例等を参考に、⾃治協議会で課題と思われる内容

に対して、勉強、研究するための学習活動の⽀援（アドバイザー派遣）を⾏う。 
・⾃治協議会が⾃ら好事例や課題解決の参考となる現地に出向く視察への⽀援を⾏う。   

020801  地域づくり総務費
020809  地域づくり事業
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予 算 額 
387 万５千円 

財源内訳：⼀般財源 387 万５千円    
事業費内訳：ステップ１   

⾃治協議会⾃⼰診断⽀援事業【112 万５千円】 
①⾃⼰診断後の確認：12 万５千円 

②アドバイザー派遣：100 万円 

          ステップ２  

 （１）⾃治協議会組織⼒アップ事業  【150 万円】（３年間継続事業） 

地域組織（⾃治協議会）の改⾰に関する地域づくり交付⾦の加算 

⾃治協議会の組織にみんなが参画できる組織への加算 

【１回限り最⼤５項⽬まで】 

情報発信⼒の強化、若者や⼥性の役員登⽤、外部研修による⼈材育成 

複式簿記の導⼊、事業の棚卸、事業評価の導⼊、安定的財源の確保 等 

（２）市⺠活動団体等元気アップ事業 【125 万円】 

①アドバイザー派遣：50 万円 

  対象：市⺠活動団体、⾃治協議会 

②視察補助⾦：75 万円 

   対象：⾃治協議会  
スケジュール 
       

          
担当課：まちづくり部 市⺠活動課     連絡先：0795-82-0409 

R２.１ R2.4 R 2.5 R 2.6 R 2.7 R 2.8 R 2.9 R 2.10 R 2.11 R 2.12 R 3.1 R 3.2

あ

り

方

懇

話

会

報

告

各自治協議会が自己診断

を実施

学識経験者による自

己診断結果の確認

学識経験者が確認後、それぞれにあった改善を助言

助言を受けて改善に取り組む

助言を受けた内容と照らし合わせ、学習する必要がある課題につ

いての研修・視察

若者や女性、だれでも意見を言える場づくり、反映する仕組みづ

くりに取り組む
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拡充 ⽂化ホール⾃主事業の充実 
 

⽬ 的 

多彩な催しや市⺠参加のイベント等を通して市⺠の⽂化的意識の向上を⽬指します。また、質の⾼い⾳楽・演

劇等の事業を通して世代間の交流を図るとともに、地域の活性化のための事業を実施します。 

内 容 

⽂化芸術推進基本計画（令和２年２⽉策定）の基本的な考え⽅「今あるもの、今していることを活かしていく」

に基づき、鑑賞型事業、アマチュアアーティスト育成⽀援事業、その他の事業の３つの柱⽴てで事業を実施します。 

 

（1）鑑賞型事業 14 事業：1,435 万円（委託料） 

№ 公演名 ⾦額等 
計画策定による

新規事業 

① ⼤型鑑賞型公演 A（⾳楽系アーティスト） 350 万円  

② ⼤型鑑賞型公演 B（⾳楽系アーティスト） 350 万円  

③ ⼤型鑑賞型公演Ｃ（⾳楽系アーティスト） 200 万円  

④ ⼤型鑑賞型公演Ｄ 

（ベートーベン⽣誕 250 周年記念公演） 
150 万円 

● 

別紙 

⑤ ⾳楽系コンサート A 50 万円  

⑥ ⾳楽系コンサート B（0 歳からのコンサート１） 50 万円  

⑦ ⾳楽系コンサート C（0 歳からのコンサート２） 50 万円 ● 

⑧ ライフピア DE クリスマス（クリスマスコンサート） 40 万円  

⑨ 親⼦ふれあい劇場 40 万円  

⑩ 県⺠芸術劇場ブラック・ボトム・ブラス・バンド公演 50 万円  

⑪ 伝統芸能公演 A（第 4 回丹波寄席） 25 万円  

⑫ 伝統芸能公演Ｂ 50 万円  

⑬ 市内アマチュアアーティスト公演 A（琴演奏会） 15 万円  

⑭ 市内アマチュアアーティスト公演 B（⾼校⽣企画） 15 万円  

合計 1,435 万円  

開催場所：ライフピアいちじま⼤ホール 

 

（2）アマチュアアーティスト（A2）育成⽀援事業 4 事業：93 万円（委託料） ※実⾏委員会形式 

   ①バンドフェスタ（23 回⽬）、②ピアノフェスタ（23 回⽬）、③ダンスフェスタ（19 回⽬）、 

④和太⿎フェスタ（19 回⽬） 

    開催場所：ライフピアいちじま⼤ホール 

 

（3）その他の事業 

   ①映画会 3 事業（11 万円×3 事業）5 ⽉、１⽉、３⽉に各 1 回開催 

開催場所：春⽇⽂化ホール 

   ②スタインウェイピアノ試奏会 

開催場所：ライフピアいちじま⼤ホール 

 

 

105703 ホール運営事業 
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予 算 額 

 1,843 万 1 千円 

財源内訳：ふるさと寄附⾦基⾦ 164 万９千円 

その他 612 万 5 千円（事業収⼊ 22 万 5 千円、⼊場料 590 万円） 

⼀般財源 1,065 万７千円    

事業費内訳：オペレータークラブ出役謝礼・養成講座講師謝礼 41 万９千円、旅費４千円 

         消耗品費 21 万５千円、⾷糧費 11 万６千円、印刷製本費 110 万円 

         郵券料 10 万７千円､広告料 13 万２千円､⼿数料 29 万４千円(ﾁｹｯﾄ販売・ピアノ調律) 

         ⾃主事業委託料 1,435 万円、アマチュアアーティスト育成⽀援事業 93 万円 

            通⾏料 1 万 4 千円、著作権使⽤料 71 万５千円(⾳楽・映像） 

            公⽴⽂化施設協議会負担⾦３万５千円（全国 2 万 8 千円、県 7 千円） 

スケジュール 

⾃主事業 

事業内容 ⾒込 
開催時期（予定） 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

①⼤型鑑賞型公演 A 

（⾳楽系アーティスト） 
400            ●

②⼤型鑑賞型公演 B 

（⾳楽系アーティスト） 
400       ●      

③⼤型鑑賞型公演Ｃ 

（⾳楽系アーティスト） 
400        ●     

④⼤型鑑賞型公演Ｄ 

（ﾍﾞｰﾄｰﾍﾞﾝ⽣誕 250 周年記念公演） 
400      ●       

⑤⾳楽系コンサート A 300           ●  

⑥⾳楽系コンサート B 

（0 歳からのコンサート１） 
300    ●         

⑦⾳楽系コンサート C 

（0 歳からのコンサート２） 
300        ●     

⑧ライフピア DE クリスマス 

（クリスマスコンサート） 
300         ●    

⑨親⼦ふれあい劇場 300           ●  

⑩県⺠芸術劇場 

ブラック・ボトム・ブラス・バンド公演 
300       ●      

⑪伝統芸能公演 A 

（第 4 回丹波寄席） 
300     ●        

⑫伝統芸能公演Ｂ 300    ●         

⑬市内アマチュアアーティスト公演 A 

（琴演奏会） 
300      ●       

⑭市内アマチュアアーティスト公演 B 

（⾼校⽣企画） 
300           ●  

アマチュアアーティスト育成⽀援事業 1,600    ●    ● ● ●   

映画会（３事業） 900  ●        ●  ●

スタインウェイピアノ試奏会 70             

●は開催予定時期、 「⾒込」は⼊場者⾒込 

担当課：まちづくり部 ⽂化・スポーツ課     連絡先：0795-74-1050 

実施期間 実施期間 実施期間 
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新規 ベートーベン⽣誕 250 周年記念公演 
 

⽬ 的 

令和２年はベートーベン⽣誕 250 周年イヤーであり、世界各地でベートーベン⽣誕 250 周年記念公演が開催

されるにあたり、丹波市⽂化芸術推進計画に基づく新規事業として、市⺠が質の⾼い芸術に触れる機会を充実す

るとともに、⾳楽を通じた世代間交流を図るため、丹波市においてもベートーベン⽣誕 250 周年記念公演を開催し

ます。なお、令和 2 年度単年度事業として実施します。 

内 容 

ベートベンピアノソナタ奏者として全国的に著名なピアニストである多川響⼦⽒（柏原町出⾝）が、アンサンブル

神⼾（神⼾市・オーケストラ楽団）と共に計画されているベートーベンのコンサートツアーの丹波市公演を開催しま

す。 

公演名：ベートーベン⽣誕 250 周年記念公演（仮称） 

開催⽇：令和２年９⽉初旬（シューベルティアーデたんば開催期間と重複しない⽇程で調整） 

会 場：丹波市⽴ライフピアいちじま⼤ホール 

⼊場料：1,500 円〜2,000 円（予定） 

出 演：多川響⼦、アンサンブル神⼾ 

予 算 額 

164 万９千円 

財 源 内 訳：ふるさと寄附⾦基⾦ 164 万９千円 

事業費内訳：印刷製本費（ポスター・チラシ・チケット）６万８千円 

         チケット販売⼿数料（ローソンチケット、⺠間プレイガイド）１万６千円 

         スタインウェイピアノ調律料２万７千円 

         ベートーベン⽣誕 250 周年記念公演委託料 150 万円 

         ⾳楽著作権使⽤料３万８千円 

スケジュール 

令和２年度 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 

ベートーベン⽣誕

250 周年記念公演 

委託

契約
           

シューベルティアーデ

たんば 
      

 
     

 

 

 

 

 

担当課：まちづくり部 ⽂化・スポーツ課     連絡先：0795-74-1050 

105703  ホール運営事業 

開催⽇

開催期間 
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新規 ⽂京区との連携を活かした東京オリンピック・ユース 

ボランティア隊の派遣  
⽬ 的 

令和２年７〜８⽉に東京オリンピック・パラリンピック競技⼤会が開催され、丹波市が連携に取り組んでいる

⽂京区においても、様々な関連イベントが⾏われます。オリンピックというまたとない機会を活かし、⽂京区との連

携によって、⾼校⽣を中⼼に構成するユースボランティア隊を派遣します。 
世界最⾼峰のスポーツ⼤会であるオリンピック・パラリンピック競技⼤会にボランティアとして関わることで、将来の

丹波市を担う次世代が、世界レベルのアスリートの躍動を⽬の当たりにし、⾃⾝の将来を描くための刺激となるよう

な機会とします。 
また、スポーツ⼤会を好機とした次世代の育成としてボランティア隊を派遣し、相互の関わりを深めることで、春

⽇局をゆかりとした⽂京区との連携をステップアップさせます。 
内 容 

・派遣先：東京都⽂京区 
・派遣⼈数：８名程度（丹波市内の⾼校⽣を中⼼に構成するボランティア隊として） 
・派遣期間：概ね３⽇間 
・活動内容：⽂京区で実施される競技、練習、歓迎セレモニーに係る運営、設置、案内などのボランティア 
・⽂京区との連携内容：受け⼊れ⽇程の調整、活動内容のマッチング、宿泊先のあっせんなど 
・丹波市の⽀援内容：ボランティア隊員の旅費、宿泊費、保険料の⽀援、ボランティア隊員の引率、⽂京 

区との調整 
予 算 額 

66 万２千円 
財源内訳：参加者負担⾦ 12 万円、⼀般財源 54 万２千円 
事業費内訳：ボランティア隊員費⽤弁償（旅費・宿泊費） 52 万円 

引率職員旅費（旅費・宿泊費） 13 万円 
参加者保険料 １万２千円 

スケジュール  
令和２年４⽉上旬 ボランティア隊員の募集開始 
令和２年５⽉中旬 ボランティア隊員の委嘱とボランティア隊発⾜式 
令和２年６⽉〜 ボランティアに向けた事前説明会・研修会の開催 
令和２年７⽉〜８⽉ ボランティア隊の派遣 
令和２年８⽉〜 ボランティア隊の活動報告  
担当課：企画総務部 総合政策課     連絡先：0795-82-0916 

020604 広域連携事業 
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新規 ワールドマスターズゲームズ 2021 関⻄における囲碁ボールの普及促進  
⽬ 的 

４年に１度、世界各地で開催される 30 歳以上なら誰でも参加できる⽣涯スポーツの国際総合競技⼤会「ワー

ルドマスターズゲームズ」が、2021 年（令和３年）にアジアで初めて⽇本で開催されることになりました。公式競技

35 競技 59 種⽬、オープン競技 32 競技が関⻄ 10 府県で⾏われ、丹波市では、オープン競技として「囲碁ボー

ル」⼤会を開催します。 
丹波市囲碁ボール協会が中⼼となった実⾏委員会による、⼤会に向けた取組に対し補助を⾏い、丹波市柏原

町発祥の⽣涯スポーツである「囲碁ボール」の更なる普及を図るとともに、⼤会を通じた市内外の参加者の交流を促

進し、スポーツ推進につなげていきます。 
内 容 

令和３年 5 ⽉ 23 ⽇開催の本⼤会に向けて実施する１年前リハーサル⼤会の開催や、本⼤会のＰＲ活動な

ど、⼤会の機運を醸成する取組を⽀援します。 
（１）本⼤会までの主な取組 

・令和２年 ２⽉           実⾏委員会結成 

・令和２年 ５⽉下旬        リハーサル⼤会開催（プレ⼤会） 

・令和２年 ７⽉〜         ⼤会開催のＰＲ活動 

・令和３年 ２⽉〜         ⼤会参加者募集開始 

・令和３年 ５⽉ 23 ⽇（⽇）  本⼤会開催（場所：柏原住⺠センターを予定） 

（２）令和２年度の取組内容 
・リハーサル⼤会：本⼤会を想定した規模で開催し、運営能⼒の向上や⼤会機運の醸成を図ります。 
・⼤会開催のＰＲ活動：啓発グッズやチラシ・ポスターを作成し、市内外のイベントでＰＲ活動を⾏います。 

予 算 額 
80 万円 

財源内訳  ：⼀般財源 80 万円    
事業費内訳：実⾏委員会の開催・運営経費補助 ５万７千円 

リハーサル⼤会経費補助 50 万３千円 
         ＰＲ活動経費補助 24 万円 

スケジュール 
令和 2 年度 令和 3 年度 

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ 2 ３ ４ ５ 

              
担当課：まちづくり部 ⽂化・スポーツ課     連絡先：0795-88-5057 

107201  地域スポーツ振興事業 

 リハーサル⼤会 ⼤会ＰＲ活動 
⼤会参加者募集 本⼤会 
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継続 市⺠プラザの運営  
⽬ 的 

市⺠プラザは、市⺠活動団体や地域づくり団体などの活動がより活発化し、やりやすくなるようお⼿伝いする「市⺠

活動⽀援センター」と、性別にかかわりなくその個性と能⼒を発揮することができる男⼥共同参画社会の実現に向け

た活動拠点としての「男⼥共同参画センター」を併設した拠点施設です。 
⼀⼈ひとりの個性や多様性を尊重しながら、地域づくり活動団体や市⺠ 

活動団体など、市⺠の皆さんが主体となったまちづくりに関する活動を⼀緒 
になって考え、住みよいまちづくりを創造していく「参画と協働」の拠点として、 
関係機関や団体等と連携しながら取り組みます。   
内 容 
（１）開催場所 
      ゆめタウン２階⻄側（氷上町本郷 300 番地） 
（２）活動内容 

（３）運営⽅法 
      ①市⺠活動⽀援センター：⺠間事業者に委託 
      ②男⼥共同参画センター：丹波市の直営 

市⺠活動⽀援センター 男⼥共同参画センター 
◆情報集積・発信･･･地域づくり活動団体や市⺠活動

団体の情報、助成⾦情報、イベント情報等活

動⽀援情報を発信します。 
◆相談・伴⾛⽀援･･･活動の企画⽴案に関する相談

や組織づくり、会議運営に関する相談など専⾨

性の⾼い相談にも対応します。 
◆交流事業･･･地域づくり活動団体や市⺠活動団体

等が「つながる」ことを⽬的としたゆるやかな交流

事業を⾏い、団体活動の活発化を図るととも

に、そういった取組に新たに参加・参画する⼈を

増やします。 
◆⼈材育成･･･まちづくりに関するニーズに応じた研修

会や専⾨性の⾼い講座を開催します。 
◆団体活動⽀援･･･活動に必要な会議室、ホワイトボ

ード、プロジェクター、マイク等の貸し出しを⾏いま

す。  

◆普及啓発･･･男⼥共同参画に関するセミナーや講座

を実施します。 
◆⼈材育成･･･地域の担い⼿（⾃治会男⼥共同参

画推進員）や活躍する⼥性向けの研修会やセ

ミナーを開催し、キーパーソンを育成します。 
◆活動⽀援・交流⽀援･･･団体・グループの交流やネッ

トワークづくり、個⼈の仲間づくりを応援します。 
◆相談･･･⼥性のための悩み相談を実施します。 
◆⼥性のチャレンジ⽀援･･･起業や再就職、地域活動

など、⼀⼈ひとりにあった働き⽅ができるよう⼥性

のチャレンジを応援します。 
◆情報提供･･･男⼥共同参画や、⼥性･男性問題の

解決に関する情報を収集し発信します。 

020605 男⼥共同参画社会推進事業 

105108 市⺠プラザ管理運営事業 
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予 算 額 
3,359 万３千円 
【市⺠プラザ管理運営事業】 

2,873 万３千円 
財 源 内 訳：地⽅創⽣推進交付⾦ 1,232 万８千円、地域振興基⾦ 650 万円 

市⺠プラザ使⽤料 29 万４千円、⼀般財源 961 万１千円 

事業費内訳：市⺠プラザ夜間管理委託料 121 万円、市⺠プラザ清掃委託料 121 万円、市⺠プラザホ

ームページ保守点検委託料 29 万４千円、市⺠活動⽀援センター運営委託料 1,295 万

９千円、市⺠プラザ賃借料 800 万５千円、図書購⼊費 10 万円、市⺠プラザ光熱⽔費

負担⾦ 306 万８千円、その他維持管理経費等 189 万６千円 

【男⼥共同参画社会推進事業】 
     486 万円 

    財 源 内 訳：地⽅創⽣推進交付⾦ 132 万１千円、⼀般財源 353 万９千円 

    事業費内訳：講師謝⾦ 45 万円、謝礼⾦ 12 万８千円、印刷製本費 28 万５千円、託児料 17 万２

千円、講師委託料 49 万５千円、相談員派遣委託料 82 万４千円、図書購⼊費 30 万

円、男⼥共同参画推進事業補助⾦ 45 万円、その他維持管理経費等 175 万６千円 

スケジュール 

 
担当課：まちづくり部 市⺠活動課    連絡先：0795-82-8683（市⺠活動⽀援センター） 

⼈権啓発センター  連絡先：0795-82-8684（男⼥共同参画センター） 

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３

【情報集積・発信】団体情報や助成金情報等活動支援情報を発信します

情報誌「tamtam」発行 ○ ○ ○ ○ ○ ○

ホームページによる情報発信 随時

【相談・伴走支援】企画立案や組織づくり、会議運営に関する相談など専門性の高い相談に応じます

法人設立や会計など専門相談 随時

チラシ作成、イベント企画、会議運営などの支援 随時

【交流事業】多様な団体が「つながる」ことを目的としたゆるやかな交流事業を開催します

地縁型、テーマ型等ごちゃまぜ交流会の開催 ○

地域づくり団体交流会の開催 ○

つながる交流サロンの開催 ○ ○ ○ ○

【人材育成】ニーズに応じた研修会や専門性の高い講座を開催します

地域づくり講座 ○○ ○○

テーマ別講座 ○○ ○○

【団体活動支援】活動に必要な会議室、ホワイトボード、プロジェクター等の貸出を行います

会議室、ロッカー、メールボックス等の貸出 随時

【普及啓発】セミナーや講座を実施します

男女共同参画講演会 ○

男女共同参画基礎講座（兼男女共同参画推進員研修会） ○○ ○ ○ ○

女性のエンパワメント講座・自己啓発講座 ○ ○

【人材育成】地域の人材を育てます

（再掲）男女共同参画推進員研修会 ○○

女性応援セミナー（周年記念事業） ○

交流カフェ ○ ○ ○

【活躍支援・交流支援】活動の場の提供や仲間づくりをお手伝いします

（再掲）女性応援セミナー ○

（再掲）交流カフェ ○ ○ ○

【相談】女性のための悩み相談を実施します

女性のための悩み相談 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

【女性の就業支援】女性のチャレンジを応援します

女性のためのチャレンジ相談 ○ ○ ○

働き方セミナー ○ ○

【情報提供】図書や資料の貸出や閲覧を行います

図書購入 ○ ○ ○ ○

情報紙発行 ○ ○ ○

市
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各センターのスケジュール
令和２年度
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継続 河川維持事業  
⽬ 的 

⼟砂撤去等河川維持に係る⼯事を⾏い、⽔災害による被害を最⼩限にとどめるため、計画的に河川修繕を実

施します。 
内 容 
１ ⼟砂流出対策⼯事（城ノ⾕川、⽜⾕川、沼⾕川） 
２ 河川修繕⼯事（⾹良⾕川、上垣川、栗住⾕川、⼀⼭⾕川、⾕尻川、久良部川、室地川） 
３ 急傾斜地崩壊対策⼯事（⼭南町野坂地内）   
予 算 額 

1 億 700 万円 

  財 源 内 訳：地⽅債 7,700 万円 、 ⼀般財源 3,000 万円 

  事業費内訳：⼯事請負費 1 億 700 万円    
スケジュール  

(万円) 

事業名 H29 H30 R１ R２ R３ 

⼟砂流出対策事業 
測量、⼯事 3 箇所 測量、⼯事 3 箇所 測量、⼯事 3 箇所 ⼯事 3 箇所 測量、⼯事 3 箇所 

3,200 2,700 1,200 4,200 3,200

河川修繕⼯事 
     

6,310 5,000 2,000 3,000 6,800

⼭側法⾯崩壊対策 

 

 

袋詰⽟⽯⼯

L=200m 

袋詰⽟⽯⼯

L=200m  

袋詰⽟⽯⼯

L=200m 

 1,000 450  1,000

急傾斜地崩壊対策

⼯事 
 3,500 

維持費計 9,510 8,700 3,650 10,700 11,000     
担当課：建設部 河川整備課     連絡先：0795-74-2653 

083201  河川維持事業 
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継続 河川改良事業  
⽬ 的 

河川の整備（堤防を築造する。川幅を広げる。河床を下げるなど）を⾏い、浸⽔被害の軽減を図り、市⺠の財

産と⽣活を守り、誰もが安⼼して安全に暮らせるまちづくりを⽬指します。 
内 容 

河川整備（断⾯改修等の⼯事及び測量、設計委託ほか） 
【市島】⽔上川、岩倉川⽀川、神原川 

内⽔対策 
  【柏原】北柏原川（⼀時貯留施設設置にかかる⼯事費） 
  【⼭南】応地川  （排⽔ポンプ設置⼯事）   

予 算 額 
3 億 410 万 6 千円 

財 源 内 訳：国補助⾦ 4,820 万円、地⽅債 2 億 3,540 万円、⼀般財源 2,050 万 6 千円 

事業費内訳：JR 橋⼯事委託料(債務負担) 1,608 万 6 千円、⼟地建物借上料 66 万 6 千円 

         ⼯事請負費 2 億 4,540 万円、補償⾦ 4,195 万 4 千円 

スケジュール 
【河川整備】 

河川名 H30 R１ R２ 計画期間
岩倉川⽀川 補償 護岸⼯事 護岸⼯事 〜R２

⽔上川 
護岸⼯事、橋梁架替⼯
事、JR 橋梁 

護岸⼯事、JR 橋梁 
護岸⼯事、補償⼯事 
JR 橋梁 

〜R３ 

岩⼾川 ⽤地測量、⽤地・補償 護岸⼯事  〜R４

⽮⾛川 地形測量   〜R４ 

⻄⼤⾕川 地形測量 設計  〜R４
朝阪⾕川  地形測量  〜R７

吉⾕⾕川  地形測量  〜R５

神原川   断⾯拡幅⼯事 〜R２

 

 

【内⽔対策】 

河川名 H30 R１ R２ 計画期間

北柏原川 予備設計 詳細設計、⽤地・補償 調節池設置⼯事 〜R３ 

応地川  詳細設計 排⽔ポンプ設置⼯事 〜R２ 

  （⼀）⽵⽥川、（⼀）⿊井川における治⽔事業等においては、事業主体が兵庫県となっているため、丹波 
⼟⽊事務所と密に情報を共有し、事業が円滑に進められるよう調整していきます。   

担当課：建設部 河川整備課     連絡先：0795-74-2653 

083301  河川改良事業 
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継続 辺地対策事業債の活⽤による道路整備  
⽬ 的 

辺地総合整備計画に基づき、橋梁新設や市道拡幅の整備を⾏い、辺地外地域との⽣活⽔準の格差

を是正し、辺地の利便性向上と⽣活基盤の充実を図ります。  
内 容 

・市道特 16 号線道路改良（⼯事監理・峠部区間の⼯事・物件移転補償） ※ 氷上町朝阪･福⽥地内 
・市道⻘⽥阿草線道路改良（⽤地測量） 

予 算 額 
２億 6,361 万９千円 

財源内訳：地⽅債２億 6,080 万円、⼀般財源 281 万９千円  

事業費内訳：委託料（設計・測量）               1,390 万円 

         ⼯事請負費            ２億 3,101 万９千円 

（予算額の⼀部を令和３年度へ繰越予定） 

         補償⾦（⽀障物件に係る移転補償）    1,850 万円 

         事務費                                         20 万円 

スケジュール  
          
担当課：建設部 道路整備課     連絡先：0795-74-2550 

路  線  名 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 計画期間 

特 16 号線 

（氷上町朝阪･福⽥地内） 

道路改良⼯事 

物件移転補償 

積算業務 

道路改良⼯事 

物件移転補償 

道路改良⼯事 

⼯事監理業務・ 

物件移転補償 

〜令和２年度 

⻘⽥阿草線   ⽤地測量業務 〜令和４年度 

082303  辺地対策道路整備事業 
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継続 国庫交付⾦等の活⽤による道路整備  
⽬ 的 

主要幹線道路の補完、公共施設等の市内の主要な施設へのアクセス、市⺠⽣活の利便性向上につな

がる道路整備を図るため、丹波市道路整備計画に基づき、計画的に実施していきます。  
内 容 

・春⽇栗柄線改良に伴う県代⾏負担（藤林橋架替⼯事）及び⽔道移設補償 

・特 10 号線（氷上町⽯⽣地内）道路改良に伴う⽤地測量及び物件調査業務  

・特 19 号線（氷上町上新庄地内）道路改良に伴う橋梁下部⼯事  

・春⽇栗柄線ほか道路改良⼯事（通学路整備） 

・⼩和⽥平野線道路改良に伴う地形測量業務（⻘垣地域：国道 429 号榎トンネル(整備予定)へのアクセス道 

路） 

・特 17 号線（氷上町市辺地内）道路改良に伴う地形測量業務 

・上⽥喜多線道路改良に伴う地形測量業務 

・⾕川農免線道路改良に伴う予備設計業務 

予 算 額 
１億 3,800 万円 

財源内訳：国補助⾦ 6,171 万円、地⽅債 4,340 万円、⼀般財源 3,289 万円 

事業費内訳：委託料（測量・設計・調査）            5,700 万円 

         ⼯事請負費                         7,100 万円 

         負担⾦（藤林橋架替に伴う県への負担        600 万円 

         補償⾦（⽀障物件に係る移転補償）       400 万円 

スケジュール  
路線名 令和２年度 

春⽇栗柄線 上⽔道施設移設補償・橋梁下部⼯事（県施⼯） 

特 10 号線（氷上町⽯⽣地内）  ⽤地測量業務・物件調査業務 

特 19 号線（氷上町上新庄地内）  ⼯事費積算業務・橋梁下部⼯事 

春⽇栗柄線 ※通学路対策  交通安全施設整備⼯事 

⼩和⽥平野線  地形測量業務 

特 17 号線（氷上町市辺地内）  地形測量業務 

上⽥喜多線  地形測量業務 

⾕川農免線  予備設計業務   
担当課：建設部 道路整備課     連絡先：0795-74-2550  

082301  国庫交付⾦等道路整備事業 
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継続 法定外公共物の整備等に係る財政⽀援（補助） 
 

⽬ 的 

法定外公共物（道路法の適⽤を受けない⾥道・⽔路）の整備に必要な経費の⼀部を⾃治会等に補

助することにより、整備促進による⽣活環境の向上を図ることを⽬的としている法定外公共物整備事業補

助⾦制度について、令和元年度から補助率の嵩上げを⾏うとともに、新たに⾃治会等による直営⼯事に要

する原材料費等の補助制度を設けています。 

更に⽣活道路の要件を満たす場合、未舗装道路の舗装⼯事に要する費⽤については、昨年度より別

枠で補助率を嵩上げしています。 

 

内 容 

⼯事 

の別 
補助対象経費 補助区分・補助対象の内訳 

補助率・ 

補助限度額 

請負 ⽣活道路の舗装⼯事 ⽣活道路に該当する路線を有するすべての⾃治会 10分の７以内・

140万円 

改良、改修⼜は修繕に要す

る⼯事費（⼯事雑費、測量

費、⽤地費、物件補償費等

を除く。）が10 万円以上の

もの 

⾼齢化率が50 パーセントを超える⾃治会⼜は世帯

数が50 世帯以下の⾃治会 

10分の７以内・

140万円 

⾼齢化率が30 パーセントを超え50 パーセント以

下、⼜は世帯数が51 世帯以上100 世帯以下の

⾃治会 

10分の６以内・

120万円 

⾼齢化率が30 パーセント以下の⾃治会、⼜は世帯

数が101 世帯以上の⾃治会⼜は市⻑が適当と認

める⾃治会を除く団体 

10分の５以内・

100万円 

直営 改良、改修⼜は修繕に要す

る原材料等の購⼊費が１万

円以上のもの 

⽣コンクリート、アスファルト合材及び砕⽯、ヒューム管

及びフリューム管、その他市⻑が必要と認める材料 

10分の10以内・

10万円 

改良、改修⼜は修繕に要す

る機械器具借り上げ料 

借り上げ対象の重機の種類ごとに市場価格等を勘

案した算定額 

10分の10以内・

10万円 

予 算 額 

1,539 万 9 千円 

財源内訳：⼀般財源  1,539 万９千円    

事業費内訳：法定外公共物整備補助⾦  1,539 万９千円 

 

 

 

 

 

担当課：建設部 道路整備課     連絡先：0795-74-2550 

081104 法定外公共⽤財産管理事業 
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継続 市単独財源による道路整備  
⽬ 的 

各⾃治会からの要望を受け、狭⼩幅員の市道を4.0m以上に拡幅し、利便性の向上と⽣活基盤の充

実を図ります。 

内 容 
・北中第８号線道路改良⼯事 

・丸⼭線道路改良⼯事及び物件移転補償 

・野村中央線道路改良に伴う⽤地測量及び物件調査業務、物件移転補償 

・北 368 号線（氷上町北油良地内）道路改良⼯事 

・和⽥３号線道路改良に伴う地形測量業務 

・特 37 号線（氷上町鴨内地内）道路改良に伴う地形測量業務 

・⽥井縄環状線道路改良に伴う路線測量業務 

予 算 額 
5,500 万円 

財源内訳：地⽅債 4,950 万円、⼀般財源 550 万円  

事業費内訳：委託料（測量・調査）                 1,450 万円 

         ⼯事請負費                        3,650 万円 

         補償⾦（⽀障物件に係る移転補償）   400 万円 

スケジュール 
      
担当課：建設部 道路整備課     連絡先：0795-74-2550 

路線名 令和２年度 

北中第８号線  道路改良⼯事 

丸⼭線  道路改良⼯事 

野村中央線  ⽤地測量業務・物件調査業務・⽀障物件移転補償 

北 368 号線（氷上町北油良地内）  道路改良⼯事 

和⽥３号線  地形測量業務 

特 37 号線（氷上町鴨内地内）  地形測量業務 

⽥井縄環状線 路線測量業務 

082302  市単独道路整備事業 
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拡充 公共交通の充実（路線バス・デマンド型乗合タクシー） 
 

⽬ 的 

少⼦⾼齢化社会において⽇常⽣活を⽀える公共交通の充実に向けて、平成 22 年３⽉に策定した「地域公共

交通総合連携計画」に基づく事業を継承し、公共交通の運⾏維持・向上に努めます。  

内 容 

安⼼して暮らせるまちづくりを進めていくためには、市⺠の移動を⽀える公共交通の維持・発展が必要不可⽋で

す。どこに住んでいても、集積された都市機能のサービスを受けることができるようそれぞれの役割を担う各公共交通の

連携により、⽇常⽣活における移動⼿段を確保するとともに、各交通⼿段のバランスを重視し、全体最適を考慮しな

がら交通事業者への⽀援や、利⽤増進のための各種事業に取組み、維持・発展を⽬指します。 

 

（１）路線バス利⽤環境整備に関する取組 

令和元年７⽉のバス路線再編に伴い、兵庫県⽴丹波医療センター等への公共交通によるアクセスについて

は、路線バスで直接、⼜は、鉄道と路線バスの乗り継ぎにより移動が可能な環境を整えるとともに、駅、商業施

設への乗り⼊れ便数を増加させ、主要施設を循環する形態に近い形を形成しており、今後さらなる利⽤拡⼤

を図ります。  

 

○路線バスの運⾏⽀援 

①地⽅バス路線維持対策 ［継続］ 

地域間を結ぶ基幹交通である市内バス路線の運⾏維持を図ります。 

 

   ②中型ノンステップバスの購⼊（１台）［新規］ 

    バス路線再編時に⾞両融通していた中型路線バスをノンステップバスに更新することで、利⽤環境の充実を

図ります。 

 

○路線バス利⽤増進施策  

①路線バス乗⾞券購⼊助成⾦ ［継続］ 

記名式 IC カード（NicoPa）乗⾞券購⼊に対する助成により、IC カード取得者を増やすことで、路線バス

に乗る機会の創出・守る意識の向上を図り、利⽤増進を⽬指します。 

［概要］記名式 NicoPa 新規取得者を対象に 1,000 円分を補助 

 

②路線バス通学定期券購⼊補助⾦ ［拡充］ 

路線バスの通学定期券購⼊に対する補助を⾏うことにより、⾼校⽣の定期利⽤の増進を図ります。 

［概要］１年通学定期券購⼊⾦額が 12 万円を超える額を補助（区間運賃 420 円以上の区間） 

         個⼈負担上限額 Ｒ1：14 万４千円／年 ⇒ R2：12 万円／年 

※下記③連携型中⾼⼀貫教育⾼校バス通学費補助⾦対象者を除く。 

 

③連携型中⾼⼀貫教育⾼校バス通学費補助⾦ ［拡充］・・・学校教育総務事業 

市内の連携型中⾼⼀貫教育⾼校（県⽴氷上⻄⾼等学校）へ通学する⽣徒の路線バス通学定期券購⼊ 

に対する補助を⾏うことにより、連携型中⾼⼀貫教育を推進します。 

［概要］１年通学定期券購⼊⾦額が 9 万 6 千円を超える額を補助（区間運賃 340 円以上の区間） 

個⼈負担上限額 Ｒ1：12 万円／年 ⇒ R2：9 万 6 千円／年 

020608  公共交通バス対策事業 
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④次世代を担う公共交通利⽤増進事業 ［新規］ 

次代を担う世代への公共交通利⽤増進施策として中学校卒業時に記名式 IC カード（NicoPa）乗⾞券

を配布することで、神姫バス IC 乗⾞券取得率向上を図り、将来の定期利⽤者増加につなげ、公共交通機関

の実利⽤者数増を⽬指します。（市内路線バスでは ICOCA も使⽤可能なため、既に記名式 NicoPa を所

持している⽅等は、ICOCA を選択することも可能とします。） 

 

（２）デマンド（予約）型乗合タクシー利⽤環境整備に関する取り組み 

  平成 23 年２⽉の運⾏開始以降９年が経過しており、今後４年間で計画的に⾞両を更新することで、安

定的な運⾏を⽀援します。 

 

○デマンド（予約）型乗合タクシーの運⾏⽀援 

   ①デマンド（予約）型乗合タクシー⾞両の更新（３台）［新規］   

予 算 額 

1 億 7,571 万 4 千円 

財源内訳：ふるさと寄附⾦基⾦ 264 万円、地⽅債 3,020 万円、⼀般財源 1 億 4,287 万 4 千円    

   事業費内訳：（新規）中型ノンステップバスの購⼊ 3,321 万 4 千円 

            （新規）デマンドタクシー⾞両の購⼊ 1,447 万 3 千円 

            （新規）次世代を担う公共交通利⽤増進事業（路線バス IC 乗⾞券）110 万円 

            （拡充）路線バス通学定期券購⼊補助⾦ 327 万 6 千円 

            （継続）路線バス乗⾞券購⼊助成⾦ 150 万円 

            （継続）地⽅バス路線維持対策補助⾦ 6,045 万円 

（継続）丹波市地域公共交通活性化協議会負担⾦ 5,345 万 8 千円 

            （継続）その他公共交通バス対策事業費 824 万 3 千円 

スケジュール 

（１）デマンドタクシー⾞両・中型ノンステップバス購⼊について 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）路線バス利⽤増進施策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課：未来都市創造部 都市創造課     連絡先：0795-88-5360 

 

事務項⽬

中型ノンステップバス購⼊

デマンドタクシー⾞両購⼊

令和２年度

3⽉4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉

仕様書・設計書作成 起工伺（一般競争入札） 開札・契約 仕様・工程打ち合わせ 中間検査 車両登録・納車・検査

仕様書・設計書作成 起工伺（一般競争入札） 開札・契約 仕様・工程打ち合わせ 車両登録・納車・検査

検

査

後

運

行

開

始

事務項⽬

路線バス通学定期券購⼊補助⾦

次世代を担う公共交通利⽤増

進事業

令和２年度以降令和元年度

R6.3⽉R2.3⽉ R2.4⽉H31.4⽉

保護者負担額：月額12,000円 保護者負担額月額10,000円 ※令和５年度末で補助終了予定

補

助

終

了

中学校卒業時に2,000円相当の路線バス記名式ＩＣカード（NicoPa）乗車券を配布
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拡充 公共交通の充実（鉄道） 
 

⽬ 的 

本市の基幹交通のひとつである鉄道（福知⼭線）の複線化を最終⽬標に、利⽤者の利便性向上や観光客の

誘致等、鉄道利⽤増進の取組を積極的に推進します。 

内 容 

2021 年（令和３年）春に福知⼭線全駅へ ICOCA 対応改札が導⼊されることに伴い、関係機関と連携しな

がら ICOCA を活⽤した補助制度への⾒直しを⾏う等、ICOCA の普及・利⽤促進を図るとともに、誰もが⽇常的に

鉄道を利⽤する意識の醸成を図り、鉄道利⽤を推進します。 

  

（１）JR 福知⼭線全線複線化に向けた取組 

 

○福知⼭線利⽤増進施策 

①通勤通学者駅周辺駐⾞場利⽤料⾦助成 ［拡充］ 

市内駅から定期乗⾞券を使⽤して通勤、通学し、駅周辺の駐⾞場を⽉極で利⽤する⽅を対象に、駐⾞場

利⽤料⾦の全部⼜は⼀部を助成することにより、市内駅の恒常的かつ安定した利⽤者を確保し、鉄道の利⽤

促進を図ります。 

［概要］⽉極駐⾞場料⾦の全部⼜は⼀部を助成（上限 1,500 円／⽉ ⇒ 上限 3,000 円／⽉） 

 

②福知⼭線利⽤増進事業補助⾦ ［継続］ 

３名以上の個⼈、団体⼜はグループが、市内の駅から鉄道を利⽤して旅⾏等をされた場合に鉄道運賃の⼀

部を補助することにより、JR 福知⼭線の利⽤増進を図ります。 

［概要］鉄道運賃の⼀部を補助（⼤⼈ 1 ⼈ 最⼤ 1,000 円、⼦ども 1 ⼈ 最⼤ 500 円） 

※ICOCA 対応改札機の導⼊に伴い、令和２年度末で終了。 

 

 

○ICOCA の普及・利⽤促進施策 

①デマンドタクシー⾞両 ICOCA 対応 IC 決済機導⼊費⽤負担 ［拡充］・・・公共交通バス対策事業 

［概要］IC 決済機を導⼊（リース）し、鉄道の⼆次交通としての利⽤環境整備 

 

②ICOCA 導⼊記念事業実施に関する費⽤負担 ［拡充］ 

［概要］たんば鉄道イベント実⾏委員会が実施する ICOCA 導⼊記念事業の実施経費の⼀部を負担 

 

③⾼齢者運転免許⾃主返納奨励⾦事業 ［拡充］・・・交通安全啓発事業 

現在のたんば共通商品券の現物⽀給に ICOCA を選択肢に追加します。 

［概要］ICOCA ⼜はたんば共通商品券 1 万円分を現物給付 
 

 

 

 

020611  福知⼭線複線化促進対策事業 
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予 算 額 

2,911 万 9 千円 

財源内訳：受託事業収⼊ほか 181 万６千円、⼀般財源 2,730 万 3 千円    

   事業費内訳：（拡充）通勤通学者駅周辺駐⾞場利⽤料⾦助成 306 万円 

            （拡充）たんば鉄道イベント実⾏委員会負担⾦ 150 万円 

            （継続）福知⼭線利⽤増進事業補助⾦ 350 万円 

            （継続）⽯⽣駅・市島駅券売業務委託料 1,250 万円 

            （継続）⿊井駅・市島駅・丹波⽵⽥駅他トイレ清掃委託料 235 万円 

            （継続）丹波市ＪＲ福知⼭線複線化推進協議会負担⾦ 277 万 5 千円 

            （継続）その他福知⼭線複線化促進対策事業費 343 万 4 千円 

 

 
 

（１）福知⼭線利⽤増進施策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課：未来都市創造部 都市創造課     連絡先：0795-88-5360 

事務項⽬

通勤通学者駅周辺駐⾞場

利⽤料⾦助成

⾼齢者運転免許⾃主返納奨

励⾦

福知⼭線利⽤増進事業補助

⾦

令和元年度以前 令和２年度 令和３年度以降

R2.3⽉ R2.4⽉ R3.3⽉

対象：65歳以上、運転免許を自主返納した者

奨励金：10,000円分の現物支給（たんば共通商品券）

補助額：駐車場料金の全額、又は月額3,000円まで

要件：３名以上の団体等、片道50km以上の旅行で、市内の駅で乗車券を購入し、市内駅から乗車

補助額：大人 1,000円／人 ，子ども 500円／人まで

補助率：駐車場料金の１／２まで

補助額：月額1,500円まで

対象：65歳以上、運転免許を自主返納した者

奨励金：10,000円分の現物支給（たんば共通商品券・ＩＣＯＣＡ）

補

助

終

了
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新規 歌道⾕公共⽤多⽬的⽤地調査事業  
⽬ 的 

春⽇インターチェンジや国道 175 号、176 号へのアクセスに恵まれた市有地・歌道⾕⽤地の、地盤強度などを

あらかじめ調査することにより、庁舎⽤地や⼯業団地⽤地等、公共⽤地活⽤策を検討する基礎資料とします。  
内 容 

所在等：丹波市春⽇町歌道⾕ 133-3 外  全 39 筆 約 3.5ｈａ 

地下⽔ボーリング調査：地下⽔の揚⽔量や⽔質を調査するとともに、地盤調査も併せて⾏います。 

 

 

予 算 額 

   1,404 万円 

     財源内訳：⼀般財源 1,404 万円 

     事業費内訳：地下⽔ボーリング調査・地盤調査 1,404 万円 

 

スケジュール 

   ６⽉  業務発注 

   ７⽉  調査開始 

   12 ⽉  調査成果受領 

〜関係部署による調査成果の共有 

 

担当課：産業経済部 新産業創造課     連絡先：0795-74-1464 

071205  企業誘致推進事業 

歌道⾕公共⽤多⽬的⽤地 
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拡充 丹波市産業振興⽀援事業（Biz ステーションたんば）  
⽬ 的 

これまでの設備投資⽀援事業など財政的な⽀援による後押しとともに、経営安定や事業拡⼤に向けた販路開

拓、商品開発、新サービスの企画など、市内事業者が取り組む新たな事業活動をサポートするため、アドバイザー

の設置や、フォローアップ体制を整えた⽀援拠点として、「Biz ステーションたんば」を引き続き設置します。 

「Biz ステーションたんば」においては、起業・創業時における確実な事業運営や既存事業者への経営指導、販

路開拓、商品開発など売上げアップにつながるアドバイスなど連続する経営上の課題解決に向けて⼀体的なサポ

ートを実施します。 

市と丹波市商⼯会の連携を核に市内⾦融機関や関係機関へのコーディネートにより、市全体の経済活性化に

つなげるなど丹波市中⼩企業・⼩規模企業振興基本条例第 4 条基本的施策の推進を図ります。 
令和２年度からは事業承継ナビゲーターを設け、相談体制を充実・強化し、事業承継の⼤きな課題である後

継者不在の事業所の⼈材等のマッチングサポートをはじめ、各事業所の様々な事業承継に関する相談に対応し

ていきます。  
内 容 

（1）ビジネスサポート事業 

①販路開拓、商品開発、農商⼯連携等 

 ・ビジネスアイディアの提供 

・ビジネスプラン策定、実⾏⽀援 

・⽣産者、商⼯業者マッチングの促進 他 

②市内外企業情報の収集・発信 

（2）起業・６次産業化⽀援、第 2 創業⽀援 

①起業、創業者の受付、相談窓⼝  

②起業・創業に⾄るまでの助⾔（設備整備、経営⽅針、経理） 

③起業・創業後の経営状況の確認（定期巡回アドバイス） 

④起業・創業者向け各種セミナーの開催 他 

（3）事業承継  拡充 

①事業承継相談窓⼝   

②事業承継プラン策定⽀援 

③事業主、後継者マッチング 他 

(４)  ビジネスに役⽴つ情報の収集・発信 

          ①国・県・市等の⽀援制度紹介 

          ②商談会、企業展⽰会の紹介 

          ③産業振興を図る催事やセミナーの紹介 

 

 

 

071201  商⼯振興事業 

◇拡充のポイント 
👉事業承継ナビゲーターを設置 

・後継者不在事業所の⼈材等マッチングをサポート 
・各事業所に適した事業承継の⽅法をアドバイス 

  ・他の⽀援機関との連携（紹介、登録など） 
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体 制 

   ・ アドバイザー ２名  

【勤務⽇】 毎⽉第 1 ⽔曜⽇・第 3 ⽔曜⽇及び第 2 ⽊曜⽇・第 4 ⽊曜⽇ 

【時  間】 原則 午前 9 時から午後 5 時 

・ 事業承継ナビゲーター １名  

           【勤務⽇】 後継者不在事業所等の相談希望⽇ 

【時  間】 原則 午前 9 時から午後 5 時のうち希望時間 

・ 商⼯会職員 全職員 

           【対  応】  担当事業所の相談に対する、事前確認、アフターフォロー 

相談実績  

令和元年 12 ⽉末現在                                          （単位：⼈） 

 

予 算 額 

   1,200 万円 

     財源内訳  ：地⽅創⽣推進交付⾦ 600 万円、⼀般財源 600 万円 

     事業費内訳：産業振興⽀援事業委託料 1,200 万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課：産業経済部 新産業創造課     連絡先：0795-74-1464 

相談件数

合計
男 女

アドバイ

ザー相談
プレ相談・フォ

ローアップ

セミナー参

加者
起業

販路開拓・

商品開発
事業承継 その他経営 起業者数

4月 32 28 4 9 23 0 26 4 2 0 2

5月 33 15 18 13 20 0 27 5 1 0 1

6月 36 20 16 17 19 0 30 4 2 0 0

7月 94 46 48 18 20 56 31 6 1 56 0

8月 24 16 8 13 11 0 18 4 2 0 0

9月 133 58 75 16 9 108 20 5 0 108 1

10月 47 28 19 14 33 0 40 4 3 0 1

11月 74 61 13 26 24 24 37 36 1 0 1

12月 43 35 8 20 23 0 28 13 2 0 2

合計 516 307 209 146 182 188 257 81 14 164 8

Bizステーションたんば相談件数

相談者属性 対応 相談内容
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新規 道の駅「丹波おばあちゃんの⾥」再整備 
 

⽬ 的 

舞鶴若狭⾃動⾞道、北近畿豊岡⾃動⾞道の分岐点である春⽇インターチェンジ周辺に位置する道の駅

「丹波おばあちゃんの⾥」は、但⾺・丹後と阪神間との結節点・中継地点にあり、丹波市を訪れる来訪者にとっ

ての⽞関⼝と⾔えます。レジ通過客数だけで年間 36.6 万⼈（平成 30 年度）が訪れている丹波市では最

⼤級の集客施設です。 

また、道の駅「丹波おばあちゃんの⾥」は、国⼟交通省の令和元年度重点「道の駅」に選定されました。現在

の機能をより⾼め、地域創⽣や地域活性化の拠点の形成等を⽬指し再整備を⾏います。 

内 容 

令和２年度では、道の駅「丹波おばあちゃんの⾥」のリニューアルに向け、基本設計・実施設計を⾏い、整備

内容の具体化を図ります。 

      

「丹波市⽴道の駅丹波おばあちゃんの⾥再整備計画」の概要<令和元年度策定> ※整備予定内容 

・産地形成促進施設（物産館）の売り場⾯積の拡張〔約 1.8 倍〕。 

・丹波市、北近畿エリアの情報発信を⾏うとともに、観光客の周遊性を⾼める観光情報センターの新設。 

・丹波⻯化⽯のＰＲ及び、⼦育て⽀援のための恐⻯遊具の新設。 

・各建物間の移動を容易にする、屋根付渡り廊下の新設。 

      ・駐⾞場改修⼯事による駐⾞台数の増加。 

・多⽬的交流施設（レストラン）の改修など。 

予 算 額 

3,300 万円 

財源内訳：地⽅創⽣推進交付⾦ 163 万 3 千円、⼀般財源 3,136 万７千円 

事業費内訳：道の駅丹波おばあちゃんの⾥再整備 基本設計・実施設計業務委託料 3,300 万円 

 

 

スケジュール 

○令和２年４⽉〜令和３年３⽉：基本設計・実施設計業務 

  ○令和３年４⽉〜令和５年３⽉：再整備⼯事<予定> 

  ○令和５年４⽉           ：リニューアルオープン<予定> 

 

 

 

 

 

 

 

担当課：産業経済部 観光拠点整備室     連絡先：0795-78-9400 

071305  観光拠点整備事業 
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拡充  ⼤河ドラマを活かした観光推進事業  
⽬ 的 

本年のＮＨＫ⼤河ドラマ「麒麟がくる」の放送に伴い、昨年に引続き⿊井城跡、明智光秀並びに⾚井（荻野）

直正ゆかりの地丹波市のＰＲを⾏うことにより、誘客を促進し地域の活性化を推進します。 
内 容 

⿊井城跡、明智光秀並びに⾚井（荻野）直正ゆかりの地の効果的な情報発信と、観光インフラの整備、おもて

なし向上のための整備 
○各イベントや道の駅丹波おばあちゃんの⾥でのパンフレット等を配布 

パンフレット丹波戦国名将伝やノベルティを制作、また丹波おばあちゃんの⾥においてＮＨＫファミリーヒストリー

（⾚井英和）を放映するため映像を購⼊ 
○神姫バスの⾼速バス⾞体にフルラッピング広告（⾞両１台） 

⿊井城跡、興禅寺の写真及び⾚井（荻野）直正のイラストを使⽤しゆかりの地を掲出 
○⼤型看板の設置 

春⽇町⿊井地内（六反⽥交差点）に⿊井城跡の案内看板を設置 
予 算 額 

1,308 万４千円 

財源内訳：地⽅創⽣推進交付⾦ 636 万３千円、地域振興基⾦ 30 万円、 
⼀般財源 642 万１千円 

事業費内訳：○ＰＲノベルティ他 148 万８千円 

○ファミリーヒストリー 135 万６千円 

○ＰＲパンフレット他 126 万４千円 

○バスフルラッピング広告 113 万６千円 

○⼤型看板設置他 526 万１千円 

○⼤河ドラマ「麒麟がくる」推進協議会負担⾦他 257 万９千円 

スケジュール  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

大河ドラマ

「麒麟がく

る」放映

バス広告掲

出

大型看板設

置工事

令和元年度 令和２年度

  
担当課：産業経済部 観光課     連絡先：0795-78-9400 

071306  ⼤河ドラマを活かした観光推進事業 
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継続 ⿊井城跡落⽯防⽌対策⼯事の実施  
⽬ 的 

⿊井城跡は、地域に親しまれている⼭城として登城者が多く、平成 29 年４⽉に財団法⼈⽇本城郭協会により

『続・⽇本 100 名城』に認定され、また、⿊井城跡にゆかりのある明智光秀を主⼈公にしたＮＨＫ⼤河ドラマ「麒

麟がくる」の放映決定も重なり、ここ数年、登城者が急増しています。 
 このことから、遺構の保護と登城者の安全確保を図るため、必要な対策⼯事を⾏います。 
内 容 
登城者への安全確保のため、登城路の落⽯防⽌対策⼯事（落⽯防⽌ロープネットの設置）を⾏います。 

      
落⽯防⽌ロープネットを設置する岩盤                   施⼯イメージ 

予 算 額 
1,270 万円 

財源内訳：国補助⾦ 250 万円、県補助⾦ 125 万円、地⽅債 850 万円、⼀般財源 45 万円   

事業費内訳：⼯事請負費 1,270 万円 

スケジュール  
    

担当課： 教育部 ⽂化財課     連絡先：0795-70-0819 
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

黒井城跡落石防止対策工事　スケジュール(概要)

内容
令和元年度（2019年度） 令和2年度（2020年度）

対策工事

実施設計 国史跡黒井城跡落石防止対策工事

実施設計業務

国史跡黒井城跡落石防止対策工事入札

入札

105905 ⽂化財整備事業 
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新規 丹波⻯ミュージアム（仮称）構想  
⽬ 的 

来館者の増加に対応するとともに、展⽰の企画・運営機能や教育・普及啓発機能を強化し、施設、機能を拡充

します。 
丹波⻯化⽯⼯房は平成 22 年にリニューアルオープンしたもので展⽰スペースが⼿狭になり、数⼗名の団体を収

容し説明するスペースもなく、標本の収蔵庫（バックヤード）も未整備であり、展⽰の更新、企画展等の開催が難し

くなっています。   
内 容 

⼭南⽀所庁舎１階を丹波⻯化⽯⼯房の拡充スペースとして、常設展・特別展・収蔵庫（バックヤード）・学習

機能スペース等の整備や教育・普及啓発機能を強化し、丹波⻯化⽯⼯房の施設、機能を拡充します。 
令和２年度に基本計画を策定し、令和３年度に実施設計を予定しています。 
施設⾯積 約 1,700 ㎡ 

エデュケータ（教育普及専⾨員）を 1 名配置し、展⽰（常設展・特別展）の企画・運営、館内展⽰物の解

説、ちーたんの館の機能充実に関する業務、所蔵品管理、教育プログラムの開発など、企画・運営や教育・普及啓

発を充実させます。  
予 算 額 

 750 万円 

  財源内訳  ：ひょうご地域創⽣交付⾦ 375 万円、⼀般財源 375 万円 

  事業費内訳：基本計画策定業務委託料 750 万円     
スケジュール 
 ○令和２年４⽉〜令和３年３⽉：基本計画策定・策定委員会 
 ○令和３年度〜           ：⼯事実施設計              
担当課：産業経済部 恐⻯課     連絡先：0795-77-1887 

020614  丹波⻯活⽤事業 
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新規 ⽔分れ資料館のリニューアル  
⽬ 的 

開館から 30 年が経過する⽔分れ資料館を氷上回廊をテーマにした展⽰にリニューアルします。 
今回のリニューアルを機に、関係施設や市内外の⾃然・⽣物・環境系等各種団体等との連携等によるフレキシブ

ルな館運営の推進により、シティープロモーションの⼀翼を担う施設として、年間３万⼈の利⽤をめざします。 
内 容  

令和３年３⽉のリニューアルオープンをめざし、展⽰の製作・ 
設置及び建物の改修⼯事を進めるとともに、新たに雇⽤する 
学芸員（教育普及専⾨員：特定任期付職員）※  
を核に、県⽴⼈と⾃然の博物館をはじめとする関係施設 
や各種団体等との連携を図り、プレイベント等を企画・ 
開催することで、リニューアルオープンの機運を⾼めます。       
予 算 額 
２億 8,450 万３千円 

財源内訳：ひょうご地域創⽣交付⾦ 7,040 万円、地⽅債１億 2,690 万円、⼀般財源 8,720 万３千円 

事業費内訳： 

・氷上回廊⽔分れフィールドミュージアム展⽰改修設計製作設置業務：1 億 2,980 万円 

・同 建築改修⼯事及び監理業務：１億 4,595 万円  ・同 ホームページ作成委託料 222 万２千円 

・その他 委員謝⾦、消耗品費、備品購⼊費ほか：653 万１千円 

スケジュール                   
担当課： 教育部 ⽂化財課      連絡先：0795-70-0819 

105907  氷上回廊⽔分れフィールドミュージアム拠点整備事業 

氷上回廊⽔分れフィールドミュージアム ⿃瞰図 

（イメージ図ですので変更になる場合があります。）

【１Ｆ】 

【２Ｆ】 

氷上回廊水分れフィールドミュージアム拠点整備事業　スケジュール(概要)

11 12 1 2 3 ・・・ 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

改修

　　　　　年月

 項目

平成29年度（2017年度） 平成30年度（2018年度） 令和元年（2019年度） 令和２年度（2020年度

運営

開

館
展示 展示（設計・製作・設置）

建築・設備改修

実施設計

入

札

業者選定

ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ

入

札

予算

予算

措置

建築

改

修

基

本

構

想

策

定

ワークショップ開催 プレイベント等の実施

採用試験等

運営方針等の検討

財政課・職員課等

必要部局調整
予算

措置

特定任期付職

員の配置

運営計画

広報計画

募集要項

作成等

ホームページ作成 イベント計画等掲載開始

ビラ、ポスター、新聞・雑誌広告等による広報

勤務開始

予算

措置

入

札

建築・設備改修

工事及び監理

展示設計 製作等 現場据付

※学芸員（教育普及専⾨員：特定任期付職員） 

特別展等の企画・開催をはじめ、貴重な地域資源「氷上回廊」「⽔

分れ」をテーマにした教育プログラムの開発・普及啓発、魅⼒情報の

発信等、その実践を担う専⾨的な知識や実績を有する職員 
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継続 農

みのり

の学校の運営  
⽬ 的 

新規就農を⽬指す⽅を対象に、経験の有無にかかわらず、農業栽培の技術（有機農業）、農業経営及び農

村⽂化を学び⾃ら実践できる農の学校を運営し、地域とつながりのある運営のもと多くの修了⽣が将来の丹波市の

農業・農村の担い⼿となり、定住する仕組みを推進します。 

内 容 

（１）学校概要 

①開校期間   ：令和２年４⽉〜令和３年３⽉（第２期） 

②総受講時間 ：1,216 時間（座学講義 180H、栽培実習・実践 940H、視察・現地研修 96H） 

③定員      ：20 名 

④受講料    ：563,200 円 

⑤指定管理者 ：株式会社マイファーム 

（２）1 年⽬の取組み 

①開校式・⼊学式 

平成 31 年４⽉８⽇ （第１期⽣ 15 名⼊学） 

②受講の内容 

    技術、知識の獲得（有機農業の基礎知識、特産物の栽培知識等） 

    経営⼒の獲得（販路、加⼯、６次産業化、補助制度等） 

    研修ほ場での栽培実習 

    丹波の暮らしやなりわいの学び（なりわい講座、地域マスター農家での実習） 

③その他 

       マルシェへの参加や感謝祭の開催等をとおして、学校の取組みを PR 

   ④２期⽣募集 

令和元年 8 ⽉から令和 2 年 3 ⽉の期間に下記の取組みを実施 

受講説明会：東京・⼤阪で実施 

現地説明会：丹波市で実施 

フェア等への出展：東京・⼤阪で実施 

予 算 額 

 1,238 万 6 千円 

財源内訳：地⽅創⽣推進交付⾦ 612 万円 ⼀般財源 626 万 6 千円    

事業費内訳：指定管理委託料 1,224 万円、学校 PR 他 14 万６千円 

スケジュール 

担当課：産業経済部 農業振興課     連絡先：0795-74-1465 

 令和２年度（2020 年度） 

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 

第２期開校 ⼊学式           卒業式

第３期募集             

061305  担い⼿農業者育成事業 
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新規 農

みのり

の学校の受講⽣及び修了⽣⽀援    
⽬ 的 

新規就農を⽬指す⽅を対象に、経験の有無にかかわらず、農業栽培の技術（有機農業）、農業経営及び農

村⽂化を学び⾃ら実践できる農の学校を運営し、受講⽣が農業を安定的に学ぶ環境を⽀援します。また、修了 

後、丹波市に定住し就農する修了⽣への⽀援を⾏い、地域定着の促進を図ります。 

 

内 容 

農
みのり

の学校の受講⽣に家賃助成を⾏うことにより、農業を安定的に学ぶ環境を⽀援し、修了後、丹波市に定住 

し、１年以内に就農する修了⽣に農地の取得や賃貸のサポートと家賃助成を⾏います。また、新たに認定新規 

就農者と同等の計画が策定できる修了⽣については、認定新規就農者と同様の助成の取り組みを⾏い、地域 

定着の促進を図ります。 

 

【継続】 家賃助成  

  ・受講⽣  ２万５千円（補助上限額）補助率１/２  対象期間：受講期間中（最⻑ 12 ヶ⽉） 

・修了⽣  ２万円   （補助上限額）補助率１/３  対象期間：12 ヶ⽉（修了後 1 年以内に定住、就農すること） 

 

【新規】 農業⽤機械・農業⽤施設導⼊助成 

・修了⽣  60 万円（補助上限額）補助率１/２  対象期間：独⽴就農後、５年以内に限り１回 

（就農計画策定及び市内で就農すること） 

 

予 算 額 

 1,098 万円 

財源内訳：地域振興基⾦ 480 万円、⼀般財源 618 万円    

事業費内訳：家賃助成 618 万円、修了⽣育成⽀援事業 480 万円 

            
担当課：産業経済部 農業振興課     連絡先：0795-74-1465 

061305  担い⼿農業者育成事業 

57



 

継続 ⼥性農業者組織⽀援〜丹波 根っこの会〜 
 

⽬ 的 

地域農業の活性化のために、⼥性農業者の能⼒を積極的に活かし活躍できるよう、農業が⼥性にとって魅⼒的

な職業になるよう環境の整備に取り組みます。そこで丹波市の⼥性農業者組織「丹波 根っこの会」の活動を⽀援

し、次世代リーダーとして地域農業をけん引する⼥性農業者を繋げるネットワークの構築を推進します。 

内 容 

丹波市の⼥性農業者を繋ぐ組織「丹波 根っこの会」の活動内容である学習会や実践研修会の開催等を⽀援

し、会員相互の交流を図り、⼥性農業者の活躍を推進します。 

 

・定例会の開催：年３回 

・学習会：随時 

・実践研修会：年１回（市外等での丹波市産農産物の PR 活動） 

・SNS を活⽤した会員同⼠の情報交流 

 

 

【丹波 根っこの会 概要】 

  ・会⻑：⼭本 浩⼦（主に栗栽培） 

  ・会員：24 名（令和２年２⽉ 18 ⽇時点） 

  ・会の発⾜：令和元年９⽉６⽇ 

  ・活動内容：マルシェへの参加・南あわじ市⼥性農業者との交流会実施（令和元年度） 

予 算 額 

28 万４千円 

財源内訳：⼀般財源 28 万４千円    

事業費内訳：講師謝⾦ 10 万円、費⽤弁償 7 万 9 千円、⾃動⾞借上料 10 万 5 千円 

スケジュール 

 

 令和２年度（2020 年度） 

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 

定例会             

学習会             

実践研修会             

情報交流  

 

           

 

担当課：産業経済部 農業振興課     連絡先：0795-74-1465 

061305  担い⼿農業者育成事業 
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新規 農産物加⼯⾷品の有機 JAS 取得と GAP 認証の取得

⽀援 

⽬ 的 

環境に優しい有機農産物や農産物加⼯⾷品が⾒直されるなか、丹波市産の有機農産物の振興と付加価値化

を図るため、農産物加⼯⾷品の有機 JAS（注１）認証取得の推進を⽀援します。 

また、⼩売業等の実需者からの GAP（注 2）認証農産物を求める声が⾼まっており、今後、取引先の拡⼤も⾒込

み、GAP 認証の取得の推進を⽀援します。 

今後も、市場に求められる安全・安⼼な農産物の⽣産を⽀援し、丹波市産農産物のブランドを⾼めていきます。 
  
内 容 

① 有機 JAS 認証（農産物加⼯⾷品） 

丹波市産の有機農産物を材料とした農産物加⼯⾷品の有機 JAS 認証に要する経費の 80％（上限 10

万円）を⽀援します。 

② GAP 認証 

GAP 認証に要する、審査費⽤及び登録費⽤に要する経費（上限 11 万円）を⽀援します。 

 

予 算 額 

195 万円 

財源内訳：⼀般財源 195 万円   

事業費内訳：特産物振興補助⾦ 30 万円 

        ：GAP 拡⼤推進事業補助⾦ 165 万円 

 

 

 

 

 

   
担当課：産業経済部 農業振興課     連絡先：0795-88-5028 

061301 農業振興費 

（注１）有機⾷品の JAS 規格に適合した⽣産か（農薬や化学肥料などの化学物質に頼らないで、⾃然界の⼒で⽣産されているか）、登録認証機関が検

査し、その結果、認証された事業者のみが有機 JAS マークを表⽰することができます。 

（注２）GAP とは、農業において、⾷品安全、環境保全、労働安全等の持続可能性を確保するための⽣産⼯程管理の取組のことです。 
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新規 コウノトリと育む持続可能な農村環境づくり  
⽬ 的 

先⼈から引き継いだ豊かな農村環境を次世代に繋ぐため、地域と共にコウノトリと共⽣できる安全で安⼼な農村環

境の実現を⽬指し、地域に暮らす、学ぶ、働く⼈達が、ここに「住みよい、住みたい、住み続けたい」と思い続けられる農

村環境づくりを推進します。 
内 容 

コウノトリが住みやすい環境は、豊かな⽣物の多様性や農地・森林の持つ多⾯的機能の維持として全国各地で農

村環境保全のシンボルになっています。そこで有機農業で⻑い歴史を持つ丹波市で農村⽂化を学び実践する「農の

学校」の取組と併せ、持続可能な農村環境づくりへの意識の醸成を図るため、市島地域でコウノトリ定着のための活

動に取り組む団体と共働し、巣塔の設置に向けた活動の⽀援や費⽤の⼀部を負担します。   
⽀援の取組み 
・巣塔設置までの助⾔や研修費の⽀援 
・巣塔設置に係る費⽤の⼀部を負担  

 事業費の⾒込み 
・⼈⼝巣塔の設置費⽤ 65 万円／基（うち上限 20 万円を市が負担） 

予 算 額 
30 万円 

財源内訳：⼀般財源 30 万円    

事業費内訳：研修費 10 万円、巣塔設置費⽤負担⾦ 20 万円  
スケジュール   令和２年度（2020 年度） 

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 

専⾨家の派遣及び 
設置場所の選定             
巣塔設置                 

担当課：産業経済部 農業振興課     連絡先：0795-74-1465 

061305  担い⼿農業者育成事業
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継続 丹波市産農林産物並びに農林産物加⼯⾷品の輸出促進 

⽬ 的 

丹波市産の農林産物及び加⼯⾷品の輸出に取り組む市内の農家や団体及び法⼈に対して、輸出にかかる経費

の⼀部並びに加⼯⾷品の⽣産機械の費⽤を⽀援し、農林産業の振興及び丹波市の魅⼒を海外に発信します。 

また、ジェトロ（⽇本貿易振興機構）神⼾と協⼒し、農林産物及び加⼯⾷品の輸出を⽬指す農家や団体及び 

法⼈に対し、情報提供や相談等の⽀援を⾏います。 

内 容 

丹波市産の農林産物及び加⼯⾷品の輸出にかかる経費の 50％（上限 50 万円まで）を⽀援します。 

①輸出にかかる費⽤・・・・・・・旅費、委託費、使⽤料及び賃借料、出展料、通訳費、輸送料、広告宣伝費、

印刷製本費、国内・海外での輸出拠点等の整備等 

②加⼯⾷品の⽣産向上・・・丹波市産の農林産物を原料とした加⼯⾷品を製造するための機械 

 

事業の条件 

①輸出⽅法を確⽴していること（既に⾃社で輸出している、農林産物等の輸出実績があるビジネスパートナーが

いる） 

②加⼯⾷品においては、原材料の概ね 80％以上が丹波市産であること（容器等は除く） 

 

 

 

 

 

 

予 算 額 

204 万５千円 

財源内訳：⼀般財源 204 万５千円   

事業費内訳：丹波市農産物等輸出⽀援事業補助⾦ 200 万円 

         ジェトロ神⼾貿易情報センター⾃治体負担⾦ ４万５千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課：産業経済部 農業振興課     連絡先：0795-88-5028 

061301 農業振興費 

平成 30 年度・令和元年度取組状況 

取組み事業主体数 ： ３者 

主な輸出農畜産物 ： なた⾖茶・酒⽶・有機野菜・⿊⼤⾖・丹波⼤納⾔⼩⾖ 

主な輸出先      ： 台湾・⾹港・ベトナム・中国・アメリカ・シンガポール 
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拡充 森林環境譲与税活⽤事業 

 

⽬ 的 

温室効果ガス排出削減⽬標の達成や災害防⽌等を図るため、森林整備等に必要な地⽅財源を安定的に確

保する観点から創設された事業であることから、これまでの既存事業では取り組めなかった未整備林の整備等、同税

の活⽤使途に沿った取組を実施します。 

内 容 

経営管理集積林整備事業 

令和元年度からの「森林経営管理制度」に基づき、森林所有者⾃⾝が森林を管理できない場合、市が経営

管理を受託し、意欲と能⼒のある林業経営者（森林組合等）に造林事業への取組を斡旋します。造林事業

で実施できない森林は、市が直接森林整備（⼊札による業務委託の発注）を⾏います。ただし、その所有界が

明らかであることが受託の条件です。 

 

 緊急⾥⼭林整備事業 

⼈家裏の危険⽊伐採等の要望が多く寄せられる中、県⺠緑税事業「⾥⼭防災林整備」の採択要件（５ha

以上）を満たすことのできないような⼩規模な箇所における対応策として取り組みます。繁茂顕著な⽵林の整備も

想定しています。また、砂防指定区域等、法規制により既存事業では対応できない森林においても、関係法令の所

管機関と協議調整を⾏った上で事業対象地に含めます。ただし、⾃治会要望であること、整備後 10 年間の事業

地の維持管理を条件（緑税事業と同様の取扱）に付し、緑税事業の採択要件を満たすものは対象外とします。

職員による事前の⾯積測量や⽴⽊の胸⾼直径、現場斜度等調査の上、兵庫県「災害に強い森づくりに係る積算

要領」に基づき、⼊札により業者選定を⾏います。 

 

  森林吸収源整備事業 

森林経営計画が策定されたことのない⼿⼊れの遅れた森林を、森林環境譲与税創設の趣旨の１つである温

室効果ガス排出削減を⽬的とした「森林吸収源」として位置づけ、間伐（60 年⽣以上については調整伐）や

路網整備を推進します。急峻地等条件の不利な箇所では、造林事業のような搬出要件を設定せず、伐採⽊

を等⾼線上に並べ、表⼟の流出を防備する「簡易⼟留⼯」の設置を指導します。 

 

  林業事業体等活動促進事業 

森林組合や⺠間の林業事業体、林産業界関係組織の従事者が、森林整備及び林業施策の振興に必要

とされる技術の向上を⽬的とした研修会や講習会へ参加する経費の⼀部を⽀援します。 

 

未整備林調査⽀援事業 

森林吸収源整備事業で取り組もうとする未整備林の所有者調査等に要する経費及び森林吸収源整備事

業に係る事前林況調査経費を⽀援します。 

062216 森林環境譲与税活⽤事業
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予 算 額 

6,677 万３千円 

財源内訳：森林環境譲与税 6,677 万３千円  （歳⼊予算 森林環境譲与税 7,312 万 2 千円） 

                                    ※参考：Ｒ1 歳⼊予算 3,447 万３千円 

事業費内訳：  

 

 

 

その他 活⽤事業 

 

 

スケジュール 

事業申請者（補助対象者）の取組スケジュールに応じ随時対応していきます。 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課：産業経済部 農林整備課     連絡先：0795-88-5029 

事  業  名 事  業  費 

経営管理集積林整備事業 86 万 4 千円

緊急⾥⼭林整備事業 2,050 万円

森林吸収源整備事業 1,854 万 1 千円

林業事業体等活動促進事業 21 万円

未整備林調査⽀援事業 43 万 5 千円

⾃治体連携経費（調査費⽤等協⼒謝礼） 11 万５千円

森林環境譲与税活⽤事業関連事務費（測量⽤消耗品他） 10 万 8 千円

森林環境譲与税基⾦積⽴⾦ 2,600 万円

合    計 6,677 万３千円

林業総務費（⼈材育成・普及啓発） 74 万９千円

⽊質バイオマス搬出⽀援事業補助⾦ 60 万円

公共建築物等の⽊造・⽊質化への取組 500 万円

合    計 634 万９千円
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拡充 デジタル教科書の拡充 
 

⽬ 的 

教科書を提⽰する、図形や線分図等の動画を利⽤する等視覚的に提⽰することで、児童の興味関⼼を⾼めると

ともに、より理解を深めることができるツールとして、⼩学校算数のデジタル教科書を導⼊する対象学年を拡充します。 

また、これまで教員が教材を⾃作することで、教材準備に多くの時間を要していましたが、デジタル教科書を活⽤す

ることで負担軽減につながり、⻑時間労働が指摘されている教員の負担軽減につなげます。 

内 容 

これまで⼩学４〜６年⽣に算数のデジタル教科書を導⼊し、活⽤しています。教科書改訂が⾏われる令和２年

度から、電⼦⿊板設置基準対象である⼩学３年⽣にもデジタル教科書を導⼊します。 

 

＜参考＞ 

デジタル教科書使⽤率（ほぼ毎⽇、時々利⽤）       算数の授業がよくわかると回答した児童 

 

     

 

予 算 額 

716 万４千円 

財源内訳：⼀般財源 716 万４千円  

事業費内訳：デジタル教科書  716 万４千円 

スケジュール 

 

 

 

 

 

担当課：教育部 学校教育課     連絡先：0795-70-0811 

52%

68% 68%

46%

71%

75%

52%

75%
72%

⼩４ ⼩５ ⼩６

H28 H29 H30

79.0%
79.4%

81.1% 81.3%

算数の授業がよくわかる

H28 H29 H30 H31

令和５年度

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 １月 ２月 ３月

令和元年度 令和２年度 ～

配付起工 契約 使用

101307 学⼒向上事業 

（平成 30 年度丹波市 ICT 活⽤調査）                  （平成 31 年度全国学⼒・学習状況調査） 
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新規 プログラミング教材の導⼊  
⽬ 的 

令和２年度から必修化される⼩学校プログラミング教育の実施に向けて、来年度から採択される⼩学５年⽣の

算数及び⼩学６年⽣の理科の教科書において、プログラミング教材を使⽤した授業が掲載されます。 
新たな教育の分野として注⽬を浴びているプログラミング教育を推進するため、丹波の未来を担う⼦ども達に、プロ

グラミング教材を購⼊し、授業で活⽤します。 
内 容 

２年にわたり、専⾨家で構成するプログラミング教育プロジェクトチーム及び教職員で構成するプログラミング教育

研究部を⽴ち上げ、プログラミング教材の選定、指導⽅法の研究を重ねてきました。 
その結果、最も教育的効果が⾒込めるプログラミング教材として「マイクロビット」と「オゾボット」を選定しました。 
この２種類の教材を児童２⼈に１台を基準とし、購⼊します。  

＜参考＞ 
マイクロビット                                   オゾボット      

     
予 算 額 

729 万８千円 

財源内訳：ふるさと寄付⾦基⾦ 729 万８千円 

事業費内訳：マイクロビット 377 万８千円、オゾボット 352 万円 

スケジュール 
        

担当課：教育部 学校教育課     連絡先：0795-70-0811 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

令和２年度

起

工
使用

契

約
配付

102201 ⼩学校教育振興事業 
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継続 ⼩中学校校務⽤パソコン等更新 
 

⽬ 的 

平成 26 年度に、⼀⻫に⼩中学校に導⼊された校務⽤パソコン等について、ICT 機器更新計画に基づいて更新

を⾏います。 

また、⼩学校においては、平成 30 年度から英語（外国語活動）の授業が始まるとともに、令和２年度から本

格実施されるプログラミング教育により、電⼦⿊板の使⽤頻度が⼤幅に増加しているため、各⼩学校に電⼦⿊板を

設置します。 

内 容 

・⼩学校 

更新機器   校務⽤ノートパソコン 344 台、職員室⽤ A3 カラーレーザープリンタ 18 台 

         職員室⽤ A3 モノクロレーザープリンタ 22 台、事務室⽤ A4 モノクロレーザープリンタ８台 

コンピュータ教室⽤ A3 カラーレーザープリンタ 22 台、ポータブルブルーレイドライブ 22 台 

ネットワーク対応ハードディスク 22 台、電⼦⿊板 23 台 

・中学校 

更新機器   校務⽤ノートパソコン 170 台、職員室⽤ A3 カラーレーザープリンタ３台 

         職員室⽤ A3 モノクロレーザープリンタ 21 台 

コンピュータ教室⽤ A3 カラーレーザープリンタ７台 

ポータブルブルーレイドライブ７台、ネットワーク対応ハードディスク７台 

・その他 

更新機器   通級⽤モバイルパソコン６台、office ソフト 570 ライセンス 

ウィルス対策ソフト 2,000 ライセンス 

予 算 額 

１億 4,951 万２千円 

財源内訳：学校等整備基⾦１億 3,600 万円、ふるさと寄附⾦基⾦ 1,266 万２千円、 

⼀般財源 85 万円 

事業費内訳：  

・⼩学校 ICT 機器  １億 405 万円 

・中学校 ICT 機器  4,120 万２千円 

・その他  426 万円 

スケジュール 

 

４⽉ ５⽉ ６⽉ ７⽉ ８⽉ ９⽉ 10 ⽉ 11 ⽉ 12 ⽉ 

         

担当課：教育部 学事課     連絡先：0795-70-0880 

101605  教育情報化事業 

⼊札 機器設置 本契約 仮契約 
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新規 ⼩中学校校内 LAN 整備及びタブレットパソコン導⼊ 

（繰越分） 
⽬ 的 

令和元年 12 ⽉に国の総合経済対策として閣議決定された GIGA スクール構想に基づき、Society5.0 という新

たな時代を担う⼈材の教育や、特別な⽀援を必要とするなどの多様な⼦供たちを誰⼀⼈取り残すことのない⼀⼈ひとり

に応じた個別最適化学習にふさわしい環境を構築するため、無線 LAN アクセスポイントの設置による校内 LAN の整

備を⾏うとともに、令和５年度までに児童⽣徒⼀⼈ひとりにタブレット端末を導⼊します。 

内 容 

・校内 LAN 整備⼯事 

無線 LAN アクセスポイント設置  395 台 

タブレット収納キャビネット設置   191 台 

・タブレットパソコン導⼊ 

タブレットパソコン                  1,825 台（⼩５、⼩６、中１、指導者） 

予 算 額 

４億 5,878 万３千円 

財源内訳：国補助⾦２億 1,155 万４千円、地⽅債 1 億 3,7３0 万円、⼀般財源１億 992 万９千円 

事業費内訳：  

・校内ＬＡＮ整備⼯事  ２億 7,768 万３千円 

・タブレットパソコン導⼊    １億 2,216 万３千円 

・タブレットパソコン設定           5,893 万７千円 

スケジュール 
整備内容 R1 R2 R3 R4 R5 

校内ＬＡＮ整備⼯事      

タブレットパソコン導⼊ 

⼩１      

⼩２      

⼩３      

⼩４      

⼩５      

⼩６      

中１      

中２      

中３       
担当課：教育部 学事課     連絡先：0795-70-0880 

101605  教育情報化事業 
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継続 ⼩学校施設整備 
⽬ 的 

新増築、改築とは別に、⼤規模改造という概念が公⽴学校施設整備には存在します。 
⼀定の年数が経過することにより通常発⽣する学校建物の損耗、安全⾯・機能⾯・衛⽣⾯において不具合が頻

発することに対する復旧措置及び建物の⽤途変更に伴う改装等を⾏います。 
また、現代の社会的要請に応じた省エネルギー化や多様な学習内容，学習形態による活動が可能となる教育

環境等を整備します。 
内 容 

 【繰越明許費分】 
・⼩川⼩学校東校舎⼤規模改造⼯事    １億 7,500 万円 
             同（⼯事監理業務）        500 万円 
・崇広⼩学校プール改造⼯事           １億 4,000 万円 

同（⼯事監理業務）       450 万円 
 【令和２年度分】 

・久下⼩学校⼤規模改造・エレベーター新設⼯事設計業務  1,500 万円 
予 算 額 
  【繰越明許費分】 

３億 3,133 万８千円 

財源内訳：国県補助⾦(学校施設環境改善交付⾦)5,471 万 5 千円、 

地⽅債２億 6,264 万 5 千円、⼀般財源 1,397 万 8 千円 

事業内訳：改造⼯事に伴う消耗品３万８千円、設計監理委託料 950 万円、 

什器等移設⼿数料 10 万円、建築確認⼿数料 10 万円、 

⼯事請負費３億 1,600 万円、⼯事に伴う備品購⼊費 560 万円 

【令和２年度分】 

1,516 万 5 千円 

財源内訳：地⽅債 1,420 万円、⼀般財源 96 万 5 千円 

事業内訳：建築確認⼿数料 15 万円、設計監理委託料 1,500 万円、負担⾦１万５千円 

スケジュール 
  

担当課：教育部 学事課     連絡先：0795-70-0880 
令和2年4月 6月 8月 10月 12月 令和3年3月

小川小学校東

校舎大規模改

造工事
契約 工事完了予定

崇広小学校

プール改造工

事
契約 工事完了予定

102103  ⼩学校施設整備事業 
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継続 学校給⾷センター厨房機器等の更新 
 

⽬ 的 

市内の⼩中学校に、学校給⾷を将来にわたり安定的に提供できるよう、丹波市学校給⾷運営基本計画に基づ

いて、計画的に学校給⾷センターの厨房機器等を更新します。 

内 容 

 

施 設 名 運⽤開始 開始から 配 ⾷ 校 

柏原・氷上学校給⾷センター 平成 19 年９⽉ 14 年⽬ ⼩学校 11 校、中学校４校 

春⽇学校給⾷センター 平成 15 年４⽉ 18 年⽬ ⼩学校８校、中学校２校、県⽴１校 

⻘垣学校給⾷センター  平成 17 年４⽉ 16 年⽬ ⼩学校３校、中学校１校 

学校給⾷センターの厨房機器等は、使⽤から概ね 15 年を⽬途に更新を実施します。 

厨房機器には、⼤きく分けて調理機器、洗浄機器、冷機器があります。どの機器も⾼額のため、２年間または３

年間に分割して購⼊することで費⽤負担を平準化させて更新します。 

また、機器の製作に⽇数を要することや、⼊れ替えが給⾷の無い⻑期休暇である夏休み中に限られることから、前

年度に債務負担よる契約を締結し、翌年度の８⽉中に機器の⼊れ替えを⾏います。 

 令和２年度は、令和元年度（１期⽬）に調理機器等の更新を実施した⻘垣学校給⾷センターの２期⽬とし

て、洗浄機等の更新を実施します。 

予 算 額 

6,370 万１千円 

財 源 内 訳：学校等整備基⾦ 6,300 万円、⼀般財源 70 万１千円    

事業費内訳：⻘垣学校給⾷センター⾷器・トレイ洗浄機等購⼊ 6,370 万１千円 

           〔更新機器〕 ⾷器・トレイ洗浄機 1 台、⾷⽸洗浄機 1 台、⾷器類浸漬装置 1 台、 

カート洗浄機 1 台、予冷付消毒保管機 1 台 

スケジュール 

        

 

担当課：教育部 学事課     連絡先：0795-70-0880 

施設名 更新内容 
R１ R２年度 R３年度 R４年度 R5 

12 ⽉ 8 ⽉ 11 ⽉ 3 ⽉ 8 ⽉ 11 ⽉ 3 ⽉ 8 ⽉ 11 ⽉ 3 ⽉ 8 ⽉ 

⻘垣学校給

⾷センター 

洗浄機器

（2 期⽬） 

契約 

 

更新 

 

         

柏原・氷上

学校給⾷ 

センター 

調理機器

（1 期⽬） 

  起⼯ 契約 更新       

洗浄機器

（2 期⽬） 

     起⼯ 契約 更新    

冷機器等

（3 期⽬） 

        起⼯ 契約 更新 

107402  学校給⾷管理事業 

※春⽇学校給⾷センターは、H27 年度、H28 年度に更新済みです。 
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新規 ⼭南地域市⽴中学校整備事業   
⽬ 的 

⼭南地域の２中学校、丹波市⽴⼭南中学校及び和⽥中学校の統合を円滑に進めるため、⼭南地域市⽴中

学校統合準備委員会を設置し、統合場所等について統合に向けた検討を⾏ってきました。 

丹波市⼭南地域市⽴中学校については、この２中学校を統合した新設校として、現在の「⼭南中央公園」

（丹波市⼭南町⾕川 1180 番地）に設置し、令和５年４⽉の開校を⽬指し教育環境の整備に取り組んでいき

ます。 

内 容 

⼭南地域市⽴中学校統合準備委員会で協議等する項⽬ 

①校歌・校章の公募、選定を⾏います。 

②通学路やバス停、路線を検討します。 

③教育内容（教育課程、⽣活指導、特別活動、⽣徒交流等）を検討します。 

新校舎基本設計・実施設計業務 

  【新校舎等の主な機能】 

①グラウンド：⼭南中央公園のグラウンドを活⽤し、再整備は⾏わない。 

②プール：整備しない。周辺のスポーツ施設を活⽤する。  

③テニスコート：４⾯  

④ランチルームの設置（給⾷の他、学年集会など多⽬的に活⽤） 

⑤サブアリーナの設置（卓球部の練習場所の確保など） 

※なお、開発協議によっては⼀部変更となる場合があります。 

予 算 額 

１億 2,659 万円 

財源内訳：学校等整備基⾦ 1 億 2,600 万円、⼀般財源 59 万円 

事業費内訳：校歌・校章⼊賞作品⼊賞作品に対する謝礼⾦ 30 万円 

⼭南地域統合中学校基本設計・実施設計委託料 １億 2,629 万円 

スケジュール  
項⽬ 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年 

校歌・校章の公募、選定 公募⽅法

の検討
公募 選定  作曲      

通学路やバス停、路線の検討           

教育内容の検討           

新校舎基本設計・実施設計

業務         
 

 

閉校式・開校式     内容の検討 閉校式 開校式 

新校舎整備⼯事      ４⽉開校    
担当課：教育部 教育総務課     連絡先：0795-70-0810 

103105  中学校統合準備事業 
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新規 スクール・サポート・スタッフの配置 
 

⽬ 的 

教職員の⻑時間労働は全国で問題視されており、丹波市においても教職員の勤務時間は⻑期化しています。 

そこで、平成 30 年度から試験的に県事業によるスクール・サポート・スタッフを東⼩学校へ配置した結果、超過勤

務の抑制に効果をあげていることから、市費で６名のスクール・サポート・スタッフを配置し、教職員の負担軽減を図り

ます。 

内 容 

教職員の業務負担を軽減することで、児童と向き合う時間を確保することを⽬的に、スクール・サポート・スタッフを

⼩学校に配置します。 

 

スクール・サポート・スタッフの主な業務 

・授業で使⽤する教材等の印刷や物品の準備  ・教材･資料の整理、保管  ・⼩テスト等の採点 

・宿題等の提出物の受け取り、確認   ・学校だよりや外部団体からの各種チラシ等の仕分・配付・印刷 

・給⾷、清掃⽀援 

＜参考＞東⼩学校配置成果：管理職以外の教職員の残業時間（平均）・・・前々年度⽐ 24％減 

                    ⼀⼈あたりの残業が配置前と⽐較して、１ヶ⽉あたり約９時間削減できている。 

  

 

予 算 額 

378 万３千円 

財源内訳：⼀般財源 378 万３千円  

事業費内訳：報酬 372 万３千円、費⽤弁償（通勤⼿当分）６万円 

スケジュール 

 

 
 

 

担当課：教育部 学校教育課     連絡先：0795-70-0811 

39 42 53
37

1

5148 47 46
32

0.5

3737 36 37 28
0.5

32

0

50

100

４⽉ ５⽉ ６⽉ ７⽉ ８⽉ ９⽉

H29 H30 R元

１月 ２月 ３月 ４月 ３月 ４月 ～ ３月 ４月 ～ ３月

令和元年度 令和２年度

～

令和３年度 令和４年度

任用・実践対象校選定
各校

人選
実践経過の共有 成果の共有

102101 職員⼈件費 

（単位:時間）

71



 
拡充 コミュニティ･スクールの充実   
⽬ 的 

少⼦⾼齢化や地域社会のつながりの希薄化がすすむ中、学校が抱える課題は複雑化･困難化しています。これ

からは、学校と地域住⺠等が⽬標やビジョンを共有し、地域と⼀体となって⼦どもたちを育んでいくことが重要です。そ

のための有効なツールとして、コミュニティ･スクールを導⼊し、保護者や地域の⼈たちが当事者意識を持って学校運

営に参画する「地域とともにある学校づくり」をすすめます。 
内 容 

令和元年度に全⼩学校区（22校区）にコミュニティ･スクールを導⼊し、学校運営協議会を設置、令和２年

度には全中学校への導⼊を推進します。また、令和２年度から学校運営協議会と地域活動・市⺠活動をつなぐ地

域学校協働活動推進員を配置し、学校･家庭･地域の組織的な連携・協働体制の構築を図ります。 
予 算 額 

280 万４千円 

財源内訳：県補助⾦ 83 万２千円、⼀般財源 197 万２千円 

事業費内訳：学校運営協議会謝⾦ 155 万６千円 

地域学校協働活動推進員謝⾦ 124 万８千円【新規】 

スケジュール  
 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｒ１年度 Ｒ２年度 

計画 準備委員会設⽴ 導⼊ 導⼊ 全⼩学校導⼊ 全⼩中学校導⼊ 

推進員導⼊ 

⼩学校 ２（三輪・⻘垣） ２（三輪・⻘垣） ５（上久下、⻄、

船城追加） 

22（全⼩学校） 22（全⼩学校） 

中学校 １（⻘垣） １（⻘垣） １（⻘垣） ２（和⽥追加） ７（全中学校） 

推進員     ６（⼩中） 

 

          
担当課：教育部 学校教育課     連絡先：0795-70-0811 

教育部 教育総務課     連絡先：0795-70-0810  

101305  学校運営⽀援事業 

105102  社会教育総務費 
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新規 ⾏政・教育アドバイザーの設置 
 

 

⽬ 的 

⾼度の専⾨的な知識及び経験を有する学識者を「⾏政・教育アドバイザー」として招請し、予測困難で正解がな

い時代を⽣きていくために教職員や⼩中学⽣にアドバイスをいただいたり、デジタルスマートシティなど市の政策課題に

対してアドバイスをいただくものです。 

内 容 

アドバイザーとして招請する学識者 

カーネギーメロン⼤学 教授 ⾦出武雄 ⽒（丹波市春⽇町栢野出⾝、丹波篠⼭市在住） 

1945年（昭和20年）10⽉24⽇⽣まれ。コンピュータビジョン、ロボット⼯学を専⾨とする計算機科学者。顔

写真解析や動画像の特徴点追跡⼿法、3次元画像復元の折り紙理論を構築。仮想化現実を提唱しアメリ

カ⼤陸横断⾃動⾛⾏⾞も実現。「⼀番いろんなことをやったロボット研究家」とも呼ばれた。スーパーボウルに投

⼊された「Eye Vison」でも知られる。京都⼤学⼯学博⼠、2019年⽂化功労者。 

予 算 額 

41 万 6 千円 

   財源内訳：⼀般財源 41 万６千円 

事業費内訳：アドバイザー謝⾦及び費⽤弁償 41 万６千円 

スケジュール 

 

項⽬ ４⽉ ５⽉ ６⽉ ７⽉ ８⽉ ９⽉ 10 ⽉ 11 ⽉ 12 ⽉ １⽉ ２⽉ ３⽉ 

教職員等研

修 
 ●   ●     ●   

⼩中学校授

業参観等 
  ●     ●     

⾏政職員等

研修 
     ●   ●   ● 

政策課題ア

ドバイス 
●   ●   ●    ●  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課：教育部 教育総務課     連絡先：0795-70-0810 

101203  事務局費 
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継続 美術館の個性を活かした展覧会の開催  
⽬ 的 
市⺠参画による⽂化・芸術の創造 

・市⺠がこころ豊かでいきいきとした⽣活が送れるよう、かつ豊かな⼈間性と芸術に親しむ⻘少年の育成に 

つながるような展覧会や関連事業の企画を⾏い、⽂化・芸術に関⼼が持てる環境づくりに努めます。 

・総合芸術の館として地域性や特⾊ある館蔵作品を活かしつつ、集客に配慮しながら当館ならではの個 

性的な展覧会をめざすとともに、学校や関連団体と連携を図り、⽣涯学習施設としての活⽤を含めた事 

業内容の充実に努めます。 

内 容 
令和２年度 展覧会予定  

展覧会名 開催期間 内容等 
歳出予算 

（千円） 

⼊館者⾒込

（⼈） 

現代中国景徳鎮

陶磁展 

[２⽉ 22 ⽇（⼟）] 

      〜   

４⽉ 12 ⽇（⽇） 

令和元年度開館 25 周年記

念展。植野藤次郎⽒が市へ

寄贈した中国景徳鎮陶器コ

レクションと、景徳鎮市の協⼒

による、現在の作家の作品を

併せて展観します。 

460 万円 

（企画展委託料

債務負担分 460

万円） 

 

500 ⼈
（令和２年度分）

⽇本のポスター展

「ポスターで辿る⽇

本の世相」－美⼈

画からオリンピック

へ－展 

４⽉ 25 ⽇（⼟） 

    〜  

６⽉ 14 ⽇（⽇） 

東京オリンピック開催記念とし

て、江⼾時代の商店広報とし

ての引き札から、東京オリンピ

ックポスターに⾄るまで、⽇本

の近代化の歩みをポスターで

辿ります。 

650 万円 

（企画展委託料

債務負担分 550

万円、印刷製本

費他 100 万円） 

4,000 ⼈

スタジオジブリの⻤

才 ⼭本⼆三 展 

７⽉４⽇（⼟） 

    〜  

８⽉ 30 ⽇（⽇） 

夏休み特別展。⽇本のアニメ

ーション界を牽引するスタジオ

ジブリの製作作品の多くにお

いて精緻な背景画を描く⼭

本⼆三の作品を特集する展

覧会とします。 

850 万円 

（企画展委託料

750 万円、印刷

製本費他 100 万

円） 

8,000 ⼈

 

 

館蔵品展 

「⼭ある⾵景」展 

 

 

９⽉ 12 ⽇（⼟） 

 〜 

10 ⽉ 4 ⽇（⽇） 

当館所蔵の⽇本画、⽇本洋

画、中国絵画など多彩な作

品の中から⼭ある⾵景をテー

マに、個性あふれる作品を紹

介します。 

100 万円 

（印刷製本費他

100 万円） 

3,000 ⼈

105602  美術館管理運営事業 
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没後 200 年  

弘巖⽞猊 展 

10 ⽉ 31（⼟） 

〜 

12 ⽉ 20（⽇） 

NHK ⼤河ドラマ「麒麟がくる」

放映記念として、明智光秀の

丹波攻めの焼き討ちで廃寺

⼨前まで衰微した⾼源寺を、

⾒事に復興させた弘巖和尚

の描いた禅画や、⾼源寺に

残る歴史資料を展観します。

340 万円 

（搬送展⽰委託

料 142 万９千

円、印刷製本費

100 万円、撮影

委託料 55 万円、

作品借上料他

42 万１千円） 

4,000 ⼈

李 ⾏簡 展 

１⽉ 16 ⽇（⼟） 

   〜 

３⽉ 21 ⽇（⽇） 

当館所蔵の伝統的中国絵

画の巨匠 李 ⾏簡の作品

展。作家が⽇本に来⽇して

描いた作品を、滞在先でもあ

った李 ⾏簡美術館より借⽤

し、当館蔵の作品と併せて紹

介します。 

390 万円 

（搬送委託料

143 万９千円、

印刷製本費 150

万円、撮影委託

料他 96 万１千

円） 

3,000 ⼈

計 2,790 万円 22,500 ⼈ 
予  算  額 

4,313 万１千円 

財源内訳：観覧料他 853 万 1 千円、⼀般財源 3,460 万円    
スケジュール  

  
                           
担当課： 教育部 植野記念美術館     連絡先：0795-82-5945   

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

館蔵品展 「山ある風景」展

９月12日（土）～10月４日（日）

没後200年　弘巖玄猊 展

10月31日（土）～12月20日（日）

　　　　　李 行簡 展

　　　　　１月16日（土）～３月21日（日）

令和２年度　展覧会企画　スケジュール

令和２年度（2020年度）

現代中国景徳鎮陶磁器展

２月22日（土）～４月12日（日）

日本のポスター展「ポスターで辿る日本の世相」-美人画からオリンピックへ-

４月25日（土）～６月14日（日）

山本二三 展　-スタジオジブリの鬼才-

７月４日（土）～８月30日（日）
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継続 統合庁舎整備の推進   
⽬ 的 

既存庁舎の使⽤が困難となる時期を⾒据えて、分庁舎⽅式の課題の解決と市⺠サービスの向上、事務の効率

化を図るために、統合庁舎の建設に向けた基⾦の積⽴を⾏うとともに、庁舎整備に向けた調査・研究を⾏います。   
内 容 

昭和 53 年に建設された丹波市役所は、40 年以上が経過する中で施設の⽼朽化に加え、⾏政運営の⾯にお

いても、本庁機能を分散配置する分庁舎⽅式により、施設の維持管理経費や職員の庁舎間移動に係る経費、庁

舎間郵便物の輸送費など、本庁機能を集約した統合庁舎⽅式と⽐較して、過⼤に経費を費やしているなど、⾮効

率な⾏政運営が課題となっています。 
分庁舎⽅式による⾏政運営の課題の解決を図るためにも、本庁機能が集約された統合庁舎の整備に向けて、

庁舎建設基⾦の積⽴を毎年度⾏うとともに、本市にふさわしい将来の庁舎像を明確にするために、統合庁舎に付

加すべき機能等の研究を進めていきます。   
予 算 額 

2 億 651 万６千円 
財源内訳：庁舎整備事業基⾦利⼦ 610 万 7 千円、⼀般財源 2 億 40 万９千円    
事業費内訳：基⾦積⽴⾦ 2 億円 

            基⾦利⼦積⽴⾦ 610 万 7 千円 

            庁舎機能の調査・研究に係る費⽤ 40 万 9 千円  

              

 

 

  

   

スケジュール  
統合庁舎整備検討のスケジュールについて      

担当課：未来都市創造部 都市創造課     連絡先：0795-88-5360 
取組内容等 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

統合庁舎整備の検討
・庁舎建設位置の検討・調整

・基本指針の検討

・継続的に実施

・継続的に実施

・継続的に実施

・継続的に実施

・庁舎建設位置の決定

・基本指針の策定

・基本構想の策定

020616  庁舎整理統合準備事業 
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新規 このまちと ともに〜丹波市の歌〜メロディ放送  
⽬ 的 

市⺠の⼀体感を醸成し、市⺠のふるさと意識の⾼揚及び本市のイメージアップを図ることを⽬的に、平成 30

年度に「このまちと ともに〜丹波市の歌〜」を制定しました。 

ふるさとを想う歌として定着させ、また、来訪者の歌の認知度を⼀層⾼めるため、JR 柏原駅構内に丹波市の

歌メロディを放送します。 

内 容 
JR 柏原駅構内において、丹波市の歌メロディを放送し、市内外の鉄道利⽤者に聞いていただく機会を提供

することで、歌の認知度の向上につなげ、故郷を懐かしく感じてもらえるような環境づくりを⾏います。 

JR 柏原駅構内の通路を通る際に、⼼地よい丹波市の歌メロディが聞こえてくるようになります。 

予 算 額 
226 万１千円 

財源内訳：⼀般財源 226 万１千円 
事業費内訳：丹波市の歌メロディ放送設備⼯事 226 万１千円  

スケジュール  
            

担当課：企画総務部 総合政策課     連絡先：0795-82-0916 

年月 R元年度

項目 R2.3まで R2.4 R2.5 R2.6 R2.7 R2.8 R2.9 R2.10 R2.11 R2.12 R3.1 R3.2 R3.3

R2年度

協議

工事

JR事前協議

(BGM、放送設備設

置箇所、施工方法、

維持管理等)

JR再協議

施工～放送開始工事入札工事設計

020627  イメージアップ推進事業 
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拡充 たんば移充テラス運営業務  
⽬ 的 

都市住⺠による⽥舎暮らしへの関⼼が⾼まる中、特に 30 歳代から 40 歳代の⼦育て世代を中⼼とした移住者

の受⼊れと、交流⼈⼝の拡⼤による地域活性化を図るため、住まい、仕事、就農、⼦育て⽀援、⼈のネットワーク等

について、ワンストップで対応し、きめ細やかで相談者に寄り添った相談を⾏うとともに、幅広い地域情報の収集と効

果的な情報発信及び交流事業を⾏い、⼈と⼈とのつながりによる移住・定住を促進します。 

内 容 
次の業務をたんば“移充”テラス運営業務として⺠間委託により効率的、効果的にサービスを提供します。 

○たんば“移充”テラス統括業務 
全体企画⽴案、年間業務計画、実績報告、例⽉報 

告に関する業務のほか、関連会議、その他各種研修会 
等へ参加します。 

○移住相談窓⼝業務 
就職、就農、⼦育て⽀援、住まい、市の⽀援制度と 

いった相談に対し、対⾯、電話、メール、オンライン等により迅速に対応し、⽥舎暮らし体験、農業体験の紹介及

びその関係者や先輩移住者を紹介します。 
○仕事情報サイト「たんばの仕事」の運営業務 

市内事業所や地域等を訪問し、事業所の求⼈情報や地域が求める⼈材、経営者の想い、仕事の本質、従

業員の声などを記事として作成し、サイトに掲載します。 
○たんば“移充”計画運営業務 

丹波市の魅⼒や⼦育て、地域との関わりなどの課題等、移住者の意⾒を聴くとともに、その意⾒等を踏まえてテ

ーマを設定し、意⾒交換会・交流会等を開催します。 
○移住定住促進業務 

マスメディアが取り上げるように仕掛ける等の戦略的なＰＲの他、パンフレットの作成、主に市外における合同相

談会や移住関連イベントへの参加、移住希望者同⼠もつなげるためのセミナーや交流会等を実施します。 
○移住定住ポータルサイト「TURN WAVE」の管理・運営業務 

ドメイン「teiju.info」の適切な維持管理及び万全のセキュリティ対策、“⼈のつながり”の取材記事をメールマガ

ジン、ＳＮＳ等により迅速に情報発信します。 

○住まいるバンク運営業務（拡充） 
売却⼜は賃貸希望の空き家情報を収集、登録、管理し、購⼊⼜は賃借希望の移住定住希望者への情報

提供と、⾃治会等地域とのマッチングを実施します。 
予 算 額 

2,279 万 4 千円 

財源内訳：地⽅創⽣推進交付⾦ 1,139 万 7 千円、⼀般財源 1,139 万 7 千円 

事業費内訳：委託料 2,279 万 4 千円   
担当課：建設部 住まいづくり課     連絡先：0795-88-5039 

020610  Ｕ・Ｉターン推進事業 

相談件数 （※R01は12月末数値）

年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01

件数 239 241 686 1,359 1,505 2,355 1,397

実相談者数

年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01

件数 126 121 148 226 247 381 296

移住者数

年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01

世帯 12 7 14 15 14 29 18

件数 26 11 24 23 29 52 35

移住相談窓口の実績（経年比較）

78



 
新規 100 年⽬となる令和２年国勢調査の実施  
⽬ 的 

国勢調査は、統計法に基づいて実施するすべての⼈を対象とした調査であり、その結果は、国や兵庫県、

丹波市など⾏政の基礎資料として活⽤されるだけでなく、福祉や防災・災害対策など、わたしたちの暮らしに役

⽴てられる重要な調査です。 

⼤正 9 年（1920 年）の第 1 回調査以降、国の最も基本的で重要な統計調査として５年ごとに実施さ

れており、令和２年（2020 年）に実施する調査はその 21 回⽬に当たり、実施 100 年の節⽬を迎えます。 

内 容 
⽇本国内に普段住んでいるすべての⼈（外国⼈を含む）及び世帯を対象として調査を実施します。市が

推薦し、総務⼤⾂が任命した調査員が各世帯等を訪問します。①調査員へ直接提出、②郵送提出、③イン

ターネットを活⽤したオンライン回答のいずれかの⽅法で回答できます。市は提出された調査票の内容を審査

し、県に報告、調査結果の速やかな公表を⾏います。 

予 算 額 
《事業費》 2,429 万 7 千円 

財源内訳：県委託⾦ 2,405 万 6 千円、⼀般財源 24 万 1 千円 

事業費内訳：職員⼈件費 5 万円 

調査員・指導員報酬 1,939 万 5 千円 

消耗品費（事務⽤品）20 万円 

⾷糧費（説明会お茶）4 万 9 千円 

通信運搬費（電話料・郵券料）22 万円 

国勢調査地図作成委託料 66 万 9 千円 

国勢調査員事務委託料 60 万円 

事務機器借上料（コピー機借上等）73 万 6 千円 

その他ライセンス使⽤料ほか 237 万 8 千円 

スケジュール 
 

担当課：企画総務部 総合政策課     連絡先：0795-82-0916 

令和2年 令和3年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

調査実施に関する周知

調査員・指導員説明会開催

調査員は各世帯へ訪問

調査書類の配布

世帯は調査の回答

調査書類の審査

県へ調査書類の提出

国勢調査事業

026204  国勢調査事業 
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令和２年度 令和元年度 増　減 増減率

33,600,000 35,100,000 △ 1,500,000 △ 4.3

①　国民健康保険特別会計事業勘定 6,838,000 6,940,000 △ 102,000 △ 1.5

②　国民健康保険特別会計直診勘定 222,100 229,800 △ 7,700 △ 3.4

③　介護保険特別会計保険事業勘定 7,610,000 7,264,000 346,000 4.8

④　介護保険特別会計サービス事業勘定 - 200 △ 200 皆減

⑤　後期高齢者医療特別会計 1,003,000 965,000 38,000 3.9

⑥　訪問看護ステーション特別会計 42,900 40,800 2,100 5.1

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 12,200 21,100 △ 8,900 △ 42.2

⑨　看護専門学校特別会計 168,100 246,500 △ 78,400 △ 31.8

⑩　農業共済特別会計（収益的収支） - 217,000 △ 217,000 皆減

　特別会計合計（①～⑩） 15,898,900 15,927,000 △ 28,100 △ 0.2

水道事業会計（収益的収支） 2,174,000 2,142,000 32,000 1.5

水道事業会計（資本的収支） 1,753,000 1,687,000 66,000 3.9

下水道事業会計（収益的収支） 3,185,000 3,262,000 △ 77,000 △ 2.4

下水道事業会計（資本的収支） 3,125,000 2,968,000 157,000 5.3

　公営企業会計合計 10,237,000 10,059,000 178,000 1.8

59,735,900 61,086,000 △ 1,350,100 △ 2.2

　　２　介護保険特別会計サービス事業勘定、農業共済特別会計は、令和２年３月31日で廃止されます。

全 会 計 の 合 計

注）１　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 597億3,590万円

（単位：千円、％）

会 計 区 分

一般会計

351

336

159

159

101

102

0 100 200 300 400 500 600 700

R1

R2
一般会計 公営企業会計特別会計

（億円）
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（単位：千円、％）

増減額

予算額（A） 構成比 予算額（B） 構成比 （A)-（B）

1 市税 ※ 7,828,259 23.3 7,821,720 22.3 6,539 0.1

2 地方譲与税 407,122 1.2 362,473 1.0 44,649 12.3

3 利子割交付金 6,000 0.0 11,000 0.0 △ 5,000 △ 45.5

4 配当割交付金 45,000 0.1 48,000 0.1 △ 3,000 △ 6.3

5 株式等譲渡所得割交付金 27,000 0.1 41,000 0.1 △ 14,000 △ 34.1

6 法人事業税交付金（新規） 71,000 0.2 0 - 71,000 -

7 地方消費税交付金 1,422,000 4.2 1,196,000 3.4 226,000 18.9

8 ゴルフ場利用税交付金 16,000 0.1 15,000 0.1 1,000 6.7

9 環境性能割交付金 46,000 0.1 39,000 0.1 7,000 17.9

10 地方特例交付金 60,000 0.2 106,000 0.3 △ 46,000 △ 43.4

11 地方交付税 11,500,000 34.2 11,446,000 32.6 54,000 0.5

12 交通安全対策特別交付金 7,000 0.0 7,000 0.0 0 0.0

13 分担金及び負担金 ※ 118,498 0.4 116,192 0.3 2,306 2.0

14 使用料及び手数料 ※ 558,639 1.7 558,375 1.6 264 0.0

15 国庫支出金 3,136,314 9.3 3,316,251 9.5 △ 179,937 △ 5.4

16 県支出金 2,621,269 7.8 2,589,741 7.4 31,528 1.2

17 財産収入 ※ 81,470 0.2 78,368 0.2 3,102 4.0

18 寄附金 ※ 200,045 0.6 130,046 0.4 69,999 53.8

19 繰入金 ※ 1,695,490 5.1 1,977,464 5.6 △ 281,974 △ 14.3

20 繰越金 ※ 200,000 0.6 200,000 0.6 0 0.0

21 諸収入 ※ 1,170,394 3.5 1,058,270 3.0 112,124 10.6

22 市債 2,382,500 7.1 3,909,100 11.2 △ 1,526,600 △ 39.1

自動車取得税交付金（廃止） 0 - 73,000 0.2 △ 73,000 -

33,600,000 100.0 35,100,000 100.0 △ 1,500,000 △ 4.3

※は、自主財源です。

合計

一般会計　歳入 336億円

　令和２年度の歳入構成比は、地方交付税34.2％、市税23.3％、国県支出金17.1％、市債7.1％、繰入
金5.1％、その他の使用料及び手数料、諸収入などは13.2％となっています。
　歳入に占める自主財源（下表の※印）の構成比は約35％で、前年度と同水準となっており、依然と
して地方交付税等の依存財源の構成比は高いため、市税を中心とした自主財源の増収確保に努め、財
政基盤を強化する必要があります。

区　　　　分
令和２年度 令和元年度

増減率
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市税 78億2,825万９千円（前年度比　＋0.1％・構成比　23.3％）

（単位：千円，％）

地方交付税 115億円（前年度比　＋0.5％・構成比　34.2％）

普通交付税 101億円

特別交付税 14億円

地方譲与税・交付金 21億712万２千円（前年度比　＋11.0％・構成比　6.3％）

分担金及び負担金 １億1,849万８千円（前年度比　＋2.0％・構成比　0.4％）

8.5

0.1

0.0

100.0

入湯税

合　　　計

128

7,828,259

118

7,821,720

5,694万９千円
2,153万６千円
     1,806万円
  296万１千円

　主なもの

　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、森林環境譲与税があります。
　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、法人事業税交付金（Ｒ１新設）、地
方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金及び交通安全対策特別交付金がありま
すが、地方消費税交付金は増収を見込み14億2,200万円（前年度比＋18.9％）を計上しています。

　令和２年度は、普通交付税の特例加算措置の終了
となり、一本算定となる初めての年になります。幼
児教育・保育無償化の地方負担分が新たに加算され
ること等により基準財政需要額は増加する見込みで
す。市税の増による基準財政収入額の増加等もあり
ますが、前年度より約0.5億円の増額を見込んでい
ます。 特別交付税については、過去の実績から、前
年度と同額としています。

アフタースクール事業利用者負担金
障害児通所支援事業負担金
老人保護措置費負担金
農業水路等長寿命化・防災減災事業分担金

市たばこ税

区　　　分

市民税

個人市民税

法人市民税

固定資産税

固定資産税

国有資産等所在市町村交付金

軽自動車税

種別割

環境性能割

329,000 351,496 △ 6.4 4.2

令和2年度 令和元年度 増減率 R2構成比

248,200 236,600 4.9 3.2

19,000 8,000 137.5 0.2

11,231 8,106 38.6 0.1

267,200 244,600 9.2 3.4

4,085,931 4,075,106 0.3 52.2

4,074,700 4,067,000 0.2 52.1

2,638,000 1.8 34.3

461,600 512,400 △ 9.9 5.9

2,684,400

  個人市民税では、税額に影響する大幅な税制改正はありませんが、給与所得者の賃金動向が改善傾向にあるため、前年度よ
りも増額となる見込みです。
　法人市民税では、令和元年10月1日以降に開始する事業年度からの税率引き下げの影響により、前年度より減額となる見込
みです。
  固定資産税では、土地については下落修正措置の影響で減額、家屋については令和元年中の新築分の影響を見込み増額、
償却資産については、企業の設備投資に一定の成果が期待できることから前年度と同水準を見込んでおり、固定資産税全体で
は微増となる見込みです。
  軽自動車税では、種別割については、登録台数は減少していますが、平成28年度からの税率変更の影響により、前年度より増
額となる見込みです。環境性能割については、令和元年10月１日からの課税開始であり、前年度は課税期間が短かったため、
本年度は増額となる見込みです。
　たばこ税では、喫煙人口の減少に伴い、前年度より減額となる見込みです。

3,146,000 3,150,400 △ 0.1 40.2

112.6 108.1 105.4 100.5 101

15.7
15.5 16.5

14 14

60

80

100

120

140

H28決算 H29決算 H30決算 R1予算 R2予算

(億円)
地方交付税額の推移

特別交付税

普通交付税
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使用料及び手数料 ５億5,863万９千円（前年度比　0.0％・構成比　1.7％）

国庫支出金及び県支出金 57億5,758万３千円（前年度比　△2.5％・構成比　17.1％）

　●国庫支出金　　　31億3,631万４千円（前年度比　 △5.4％）

繰入金 16億9,549万円（前年度対比　△14.3％・構成比 5.1％）

（詳細は91頁の「基金の残高見込一覧」をご覧ください）

諸収入 11億7,039万４千円（前年度対比 ＋10.6％・構成比 3.5％）

市債 23億8,250万円（前年度対比　△39.1％・構成比 7.1％）

合併特例債借入状況 （単位：千円）

※令和元年度（H30分借入見込額）欄は、平成30年度からの繰越分を記載しています。

　主なもの ●一般会計出資債
●緊急自然災害防止対策事業債
●公共事業等債
●合併特例債
●辺地対策事業
●臨時財政対策債

２億4,000万円
２億4,490万円

２億880万円
１億7,990万円
２億6,080万円

８億円

　「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」と連携し、単独事業として実施する防災インフラの整備を推進す
るための緊急自然災害防止対策事業債が拡充され増額となりましたが、防災行政無線整備事業及びテレビ難視聴解消事業
の完了等により、市債全体の借入額は前年度対比で大きく減額となっています。
　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、令和元年度確定額に国の地方債計画の増減率を乗じ８
億円、前年度対比1.0％減を見込んでいます。

　●県支出金　　　　26億2,126万９千円（前年度比　＋1.2％）

主なもの 保育所運営費負担金
児童手当負担金
障害福祉サービス等給付費負担金
生活保護費負担金
児童扶養手当負担金

９億163万３千円
６億8,032万１千円
５億2,703万４千円
１億8,674万７千円

8,758万４千円

　主なもの

主なもの 保育所運営費負担金
多面的機能支払交付金
障害福祉サービス等給付費負担金

７億4,300万円
９億5,249万円
３億9,150万円
３億2,500万円

１億3,700万４千円

●財政調整基金繰入金
●特定目的基金繰入金
　　地域振興基金繰入金
　　学校等整備基金繰入金
　　ふるさと寄附金基金繰入金

５億1,446万２千円
２億7,179万４千円
２億6,351万７千円

　主なもの
　●貸付金元利収入

　●雑入
中小企業融資資金預託金元金収入
学校給食事業収入
農業共済特別会計清算剰余金

５億円
２億7,287万９千円
１億4,156万８千円

34,735,400 168,100 873,200 179,900 35,956,600

- - - 3,800,000 3,800,000

42,737,300

（借入額） （H30分借入見込額）

建設事業分

地域振興基金積立分

合        計

（借入予定額） (発行予定額)
発行上限額

38,535,400 168,100 873,200 179,900 39,756,600

38,937,300

3,800,000

区        分
令和元年度 令和２年度

合 計
平成30年度以前

　●診療収入 休日診療所の診療収入

　●主な使用料 市営住宅等の使用料
道路占用料、法定外公共物等の使用料
柏原・氷上斎場の使用料

　●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
戸籍、住民票、印鑑証明、諸証明の手数料

１億5,523万６千円
3,155万８千円

2,070万円

２億4,086万２千円
3,202万８千円

1,050万円
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（単位　千円、％）

増減額

予算額（A） 構成比 予算額（B） 構成比 （A)-（B）

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。

223,746 0.7 217,253 0.6 6,493 3.0

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。

3,914,587 11.7 4,613,238 13.2 △ 698,651 △ 15.1

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。

10,274,937 30.6 10,278,901 29.3 △ 3,964 0.0

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。

3,073,359 9.1 3,380,341 9.6 △ 306,982 △ 9.1

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。

46,882 0.1 44,208 0.1 2,674 6.0

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。

2,510,606 7.5 2,438,821 7.0 71,785 2.9

7 商工費
商工業の振興と、中小企業の育成、企業誘致、
観光振興などに係る経費です。

1,149,295 3.4 1,203,493 3.4 △ 54,198 △ 4.5

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。

3,111,767 9.3 3,545,272 10.1 △ 433,505 △ 12.2

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。

1,012,925 3.0 1,168,677 3.3 △ 155,752 △ 13.3

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。

3,565,063 10.6 3,436,291 9.8 128,772 3.7

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。

75,397 0.2 26,200 0.1 49,197 187.8

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。

4,611,436 13.7 4,717,305 13.4 △ 105,869 △ 2.2

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

33,600,000 100.0 35,100,000 100.0 △ 1,500,000 △ 4.3合計

一般会計　歳出 336億円

　総務費は、防災行政無線整備事業、テレビ難視聴解消事業などの事業完了により、前年度対比15.1％の減
少となっています。
　民生費は、幼児教育・保育推進事業など増加要因はあるものの、アフタースクール事業の減額などによ
り、前年度と同規模となっています。
　衛生費は、水道事業会計繰出金など増加要因はあるものの、看護専門学校特別会計施設整備費繰出金、健
康センターミルネ整備事業などの事業完了により、前年度対比9.1％の減少となっています。
　農林水産業費は、基盤整備事業、森林環境譲与税活用事業などの増額により、前年度対比2.9％の増加と
なっています。
　商工費は、企業誘致推進事業、商工振興事業などの減額により、前年度対比4.5％の減少となっていま
す。
　土木費は、河川改良事業、市単独道路整備事業などの減額により、前年度対比12.2％の減少となっていま
す。
　消防費は、非常備消防施設整備事業、消防団管理事業などの減額により、前年度対比13.3％の減少となっ
ています。
　教育費は、水分れミュージアム拠点整備事業、教育情報化事業の増額により、前年度対比3.7％の増加と
なっています。
　公債費は、過去の繰上償還による縮減効果により前年度対比2.2％の減少となっています。

区　　　　分
令和２年度 令和元年度

増減率
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物件費 48億795万７千円（前年度対比　△11.4％・構成比14.3％）

扶助費 53億7,828万４千円（前年度対比　＋3.5％・構成比 16.0％）

補助費等 51億6,104万９千円（前年度対比　△4.0％・構成比 15.4％）

普通建設事業費 25億6,330万円（前年度対比　△42.5％・構成比7.6％）

積立金 ５億8,172万５千円（前年度対比　＋25.5％・構成比 1.7％）

　前年度より６億1,779万６千円の減額となっています。主な減額の要因として、会計年度任用職員制度の導入により、物件費から
人件費に移行した影響が最も多くなっています。増減の大きなものについては下記のとおりです。

前年度から大きく増減となった主な事業（前年度比）
　教育情報化事業
　ふるさと寄附金事業
　小学校教育振興事業
　資産税賦課徴収事業
　会計年度任用職員影響額（人件費へ分類変更）

　前年度より１億8,080万３千円の増額となっています。主な増額の要因として、幼児教育・保育無償化に伴う施設型給付費が前年
度対比１億5,470万５千円の増額、障害福祉サービス費が前年度対比１億372万８千円の増額等となっています。

１億4,928万円
4,031万１千円
3,631万４千円

△5,764万２千円
△７億9,527万６千円

　民生関係の扶助費
　　（障害福祉サービス費、児童手当給付金、保育所運営費など）
　教育関係の扶助費
　　（奨学金、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
　　（未熟児養育医療費）

16億6,038万９千円
３億6,239万２千円
２億6,781万５千円

 １億4,713万３千円
１億4,156万８千円
１億3,383万６千円

53億1,779万１千円

5,614万３千円

435万円

　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）
　　　多面的機能支払交付金（長寿命化・農地維持支払・共同活動）
　　　こども園課題解決型補助金
　　　水道事業会計繰出金
　　　兵庫県農業共済組合負担金
　　　氷上多可衛生事務組合負担金

　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。

　主な積立金
　　庁舎整備事業基金        ２億円　　　  ふるさと寄附金基金     ２億円
　　情報基盤整備基金 　8,000万円　　　　学校等整備基金　　4,000万円

　中学校統合準備事業や氷上回廊水分れフィールドミュージアム拠点整備事業などが増額となっていますが、健康センターミルネ
整備事業や防災行政無線整備事業の完了などにより、前年度対比42.5％減で18億9,801万６千円の減額となっています。

（詳細は、92・93頁の「主な普通建設事業費の一覧」をご覧ください。）

（詳細は、91頁の「基金の残高見込一覧」をご覧ください。）
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繰出金 30億3,386万４千円（前年度対比　△1.3％・構成比 9.0％）

公債費 46億1,143万６千円（前年度対比　△2.2％・構成比 13.7％）

その他の歳出 15億3,540万９千円（前年度対比　＋5.0％・構成比 4.6％）

　主な増額要因としては、　水道事業会計繰出金（出資金）が１億89万４千円の増額となり、全体では7,352万５千円の増額となって
います。

維持補修費
災害復旧事業費
投資及び出資金・貸付金
　　水道事業会計繰出金（出資金）
　　中小企業融資資金預託金
　　医師研究資金貸付金
　　看護学生修学資金貸与金
予備費

４億8,279万８千円
7,539万７千円

９億4,721万４千円
４億2,205万４千円

５億円
2,000万円

516万円
3,000万円

　平成17年度から平成30年度までに繰上償還を約194億円行ったことにより、市債残高は平成17年度末と比較すると約128億円減
少する見込みです。元利償還金や前年度市債借入見込額の減少により、公債費（市債の返済）が前年度対比１億586万９千円の
減額となっています。

（うち一時借入金利子 702万円）
44億1,508万６千円

１億9,635万円
元金
利子

　前年度より、看護専門学校特別会計繰出金が6,729万８千円減額、農業共済特別会計繰出金が4,891万４千円減額したことなど
により、全体で4,117万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
　国民健康保険特別会計直診勘定
　介護保険特別会計保険事業勘定
　後期高齢者医療特別会計
　訪問看護ステーション特別会計
　看護専門学校特別会計

 

４億8,545万２千円
3,665万４千円

 11億8,476万９千円
  12億2,712万５千円

2,923万１千円
7,063万３千円

476
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）

（億円）

市債残高（一般会計）

市債残高（Ｈ30までは決算、Ｒ１以降は見込） 市民1人当たりの市債残高
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人件費 59億2,697万６千円（前年度対比　＋20.4％・構成比 17.7％）

●職員数（全会計）

※会計年度任用職員の職員数には、任用する期間が１年未満の職員、及び週の勤務時間の定めがなく、１日単位で任用する職員を含まず。

●職員の平均年齢・平均給料月額・平均給与月額 （一般会計：一般行政職）

●常勤一般職員給料総額の推移 （全会計） ●ラスパイレス指数の比較

【一般会計】
常勤特別職　  　　　（市長・副市長・教育長）
非常勤特別職 　　　（議会議員 20人）
非常勤特別職 　　　（その他特別職　3,137人）
会計年度任用職員 （372人※３）
常勤一般職 　 　　　（561人）

5,055万３千円
１億4,721万８千円

 １億4,425万８千円
 10億755万６千円

45億7,739万１千円

※１
（うち期末手当9,798万７千円）※２

1 1

659

　
　令和２年度から始まる会計年度任用職員制度において、従来の非常勤一般職員及び臨時職員に相当する職については、会計
年度任用職員としての任用となります。これに伴い、従来は物件費として分類されていた非常勤一般職員報酬及び臨時職員賃金
は、会計年度任用職員報酬として人件費に分類されます。また、勤務時間等の要件を満たす会計年度任用職員には、新たに期末
手当が支給されます。
　これらが主な要因となり、前年度対比10億338万８千円の増額となっています。

658任期の定めのない常勤職員
任期付職員
再任用職員

※１　消防団員の公務災害に係る災害補償費1,806万5千円含む。
※２　会計年度任用職員の公務災害に係る災害補償費118万円含む。
※３　会計年度任用職員の職員数には、任用する期間が１年未満の職員、及び週の勤務時間の定めがなく、
   　　１日単位で任用する職員を含まず。

職員の状況

6 320 28

8

計 373 359 376

680

再任用短時間職員
計 665

非常勤一般職員
会計年度任用職員

373

※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。

95.5

95.6

R１ 95.3

95.7

H28 95.5

96.2

98.9

98.5 96.3

95.996.7 99.4

99.3

非常勤職員

年度

区分 Ｈ28.4 Ｈ29.4

97.1

H30

H29

Ｈ30.4

H27

665

H26

695

359 376

97.7

96.4 99.4

98.9

97.1 98.0

96.6

Ｈ31.4

常勤職員
5

R２.4
（予算）

637 642

18

648

豊岡市

95.4100.4 99.0

98.7

94.0

養父市西脇市丹波篠山市 三田市

99.2 100.9

343 403

663

403

343

95.896.7

丹波市

94.7

95.0

100.8 98.0 95.296.23,112

2,439

2,472 2,462 2,472 2,501
2,449 2,443

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

3,200

H17決算 H26決算 H27決算 H28決算 H29決算 H30決算 R1予算 R2予算

（百万円）

328,522 

322,174 

317,813 

310,635 307,767 

305,098 

310,964 
309,888 

372,064 

349,280 
344,737 

338,158 

335,606 
337,169 341,353 339,399 

40.07 

42.06 

41.10 

41.04 

40.08 

40.57 

41.04 

40.11 

39.00

39.50

40.00

40.50

41.00

41.50

42.00

42.50

260,000

280,000

300,000

320,000

340,000

360,000

380,000

H17.4.1 H26.4.1 H27.4.1 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1

平均給料月額（円）

平均給与月額（円）

平均年齢 （歳）

（円） （歳）
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（単位：千円、％）

（単位：千円、％）

一般会計目的別性質別予算一覧

土木費民生費 衛生費 労働費
農林水
産業費

358,028

696 458 26,012 380

8,510

37,785

349,294 128,033 400,9081,931,523

消防費

歳
出
性
質
別
経
費

47,046 500

1,344,180250,643 126,558

957,6563,834 492,807

124,160

284,863

22,870 844,226

議会費 総務費 商工費

883,143 672,833 1,641,223 248,463

3,111,767

197,042 2,083

1,266,144 4,259 235,691 137,351

14,841 1,085

2,255

447,214

1,149,295

30,200 250,300

223,746 3,914,587 10,274,937 3,073,359 46,882

145,120

人 件 費

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

普 通 建 設 事 業 費

災 害 復 旧 事 業 費

公 債 費

120,177 32,325 41,762

793,125 448,432

積 立 金

5,317,791 4,350

11,419

106,791 482,798 1.5

物 件 費

そ の 他

投資及び出資金
・　貸　付　金

繰 出 金

予 備 費

歳 出 合 計

1,818,820960,370

1,301

7,743

地 方 債

81,082

123,174

1,692,054 4,807,957

149,422 505,313 6,389 312,842 87,330

5,926,976 17.7

109,507

補 助 費 等

7.6

113,798 5,161,049

扶 助 費 56,143

14.3

維 持 補 修 費

204,511 4,427,984 27,197 1,672 561,000 27,595 302,844

74,00018,800 923,400

国 県 支 出 金

2,510,606

公 債 費 4,611,436

災 害 復 旧 事 業 費

普 通 建 設 事 業 費

一 般 財 源

500,000

511,013

2,888,744

13.7

75,397

686,442

990,094

投資及び出資金
・　貸　付　金

9.0

100.0

30,000 0.1

歳 出 合 計

1,012,925

3,565,063 75,397 4,611,436 30,000 33,600,000

予 備 費 30,000

49,197

△ 105,869

3,033,864

947,214

4,611,436

75,397 0.2

1.7

15.4

41,865

564,318

33,39966,703241 510,698

△ 1,898,0162,563,300

5,378,284 16.0

教育費 災害復旧費 公債費 予備費 合計
構成比

（性質別）

1,617,964223,505 3,169,178 5,697,531 2,290,549 38,821

歳
出
性
質
別
経
費

財
源
内
訳

国 県 支 出 金

1,060

118,327 25,536 5,697,726

繰 出 金

人 件 費

積 立 金

財
源
内
訳

75,300

160,500 49,100 1,581,600 4.7

△ 2.2

25.5

107,801

増減率
(R2/R1)

20.4

△ 11.4

△ 12.6

3.5

△ 4.0

△ 42.5

187.8

17.0

30,000

35,100,000

5,789,644

3,098,800

2,304,139 9.12,513,759 7.5

△ 617,796

△ 69,446

581,725

一 般 財 源

903,166

2,552,615 26,297 4,478,099 30,000 23,806,915

そ の 他

地 方 債

前年度

4,923,588

5,425,753

552,244

5,197,481

5,374,207

4,461,316

26,200

4,717,305

463,432

853,440

3,075,034

733,621

11.0

△ 1.3

増減額
(R2-R1)

1,003,388

△ 0.4

118,293

93,774

△ 41,170

増減なし

△ 1,500,000

△ 91,918

△ 1,517,200

209,620

△ 100,502

増減なし

△ 4.3

△ 1.6

△ 49.0

23,907,41770.8

2.8

180,803

△ 213,158

目的別
性質

目的別

性質
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市債残高の推移・見通し（市の借金）

基金残高の推移・見通し（市の貯金）

※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。

※「１人当たり」の数値は、平成31年3月31日現在の住
民基本台帳人口で算出しています。

市債残高・基金残高の推移・見通し

　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。

　令和２年度末見込みで、一般会計348億円、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684億円となり、繰上償還の実施などにより平成16年度末から約377億円減少しています。
　また、市民１人当たりの平成30年度末市債残高（普通会計）は58万円となっています。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。

　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しました。
　今後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、91頁の「基金の残高見込一覧」をご覧ください。）

解説explain

分析analyze

解説explain

分析analyze

①
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③

④

⑤
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　　発行予定額　：　137,200千円

（単位：千円）

事　　　業　　　名
発行予定額

（千円）

24,600

河川改良事業 86,700

国庫交付金等道路整備事業 43,400

7,200

54,100

7,600

141,500

77,000

急傾斜地崩壊対策事業

過年発生分観光施設災害復旧事業 6,400

過年発生分農業用施設災害復旧事業 400

8,500

河川改良事業
河川維持事業

18,800基盤整備事業

31,600

224,303

433,395

152,599

地域づくり基金

愛育基金

2,785

16,860 3,020 743,000

4,139,149

483,775

391,500

5,034,134

928,330

4 80

1,648 40,000 325,000

1,271 56,000

1,301

458

673

36,209 550,495 1,933,019

※R1末残高（見込み）は、令和元年度３月補正後（見込み）の予算額によるものです。

合　　　　　　　計

一　　　般　　　会　　　計

学校等整備基金

介護保険給付費準備基金

地方卸売市場基金

介 護 保 険 特 別 会 計 保 険 事 業 勘 定

地 方 卸 売 市 場 特 別 会 計

市営駐車場整備基金

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 事 業 勘 定

1

交通安全基金

財政調整基金

減債基金

地域振興基金

925,553

4,245,049

544,109

223,629

152,112

432,097

1,285

92

10,782

4,918,793

14,835,630

717,405

26,299国民健康保険直営診療施設財政調整基金

2,233,924

6,117

72,334

14,171,132

732,080

23,639

1,628,993

6,098

76,283

国民健康保険財政調整基金

32,705 549,020

1,876

13,721,869

604,558

307,323

2,440,031

6,136

71,778

30,012

69,963

14,594,118

187,454

8,398

15,333,253

326,973

4,930

74,499 206

1284,444

6,898

69,757

市債借入予定額一覧

一　般　会　計　　　　　計

起　債　名　称

辺地対策事業債
　　発行予定額　：　260,800千円

公共事業等債
　　発行予定額　：　208,800千円

丹波市俳人細見綾子ふるさと文化
振興基金

37,849

R2末残高
（見込み）

4,311,014

931,115

3,747,649

200,423

224,976

434,696

466,795

1,183

94

2,662

392,925

6,107 200,000

1,695,486

79

217 773

19

26,000

駐 車 場 特 別 会 計

15,940,433

98,031

26 1,474

1,040

24,502

2,153 115,000

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 直 診 勘 定

基金取崩基金積立利子積立

R2増減額

800,000

2,382,500

R1末残高
（見込み）

Ｈ30末残高
（決算）

基  金  名

臨時財政対策債
 合           計

企業誘致促進基金

丹波市ふるさと寄附金基金 244,327

126,034

156,991

471,985

　　発行予定額　：　88,300千円

福祉基金

一般廃棄物処理施設建設事業基金

消防防災施設等整備基金

521,524

1,259

93

6,529

311,989情報基盤整備基金

丹波竜基金

一般単独・緊急自然災害防止対策事業債

会  計  区  分

基金の残高見込一覧

200,000

一般単独・一般事業債

急傾斜地崩壊対策事業

河川改良事業
　　発行予定額　：　7,200千円

一般単独・緊急防災・減災事業債

一般単独・公共施設等適正管理推進事業債

橋りょう長寿命化事業

文化財整備事業

　　発行予定額　：　64,500千円 消防活動車両整備事業

137,004

380

3,900

森林環境譲与税基金 0 4,000 12

251,247

33

38,229

936 80,000

庁舎整備事業基金

暴力団対策基金

公営住宅建設事業債
市営住宅長寿命化事業 51,400

　　発行予定額　：　51,400千円

水道事業 240,000
　　発行予定額　：　240,000千円

過年発生分農地災害復旧事業 500

過年発生分河川災害復旧事業 42,700

辺地対策道路整備事業 260,800

災害復旧事業債

一般会計出資債

153,057

　　発行予定額　：　50,000千円

一般単独・地域活性化事業債

一般単独・地方道路等整備事業債
市単独道路整備事業 49,500

　　発行予定額　：　49,500千円

10,300斎場管理運営事業
氷上回廊水分れフィールドミュージアム拠点整備事業 126,900

一般単独・合併特例債 公共交通バス対策事業 30,200

　　発行予定額　：　179,900千円 指定管理者導入施設管理事業 41,200

公園管理事業 32,800

中学校管理事業 10,900

　　発行予定額　：　244,900千円

32,900非常備消防施設整備事業

61,300

27,000

排水機場管理事業
道路保全事業

桜づつみ公園管理事業 31,300

救急駐在所移転事業 10,800

小学校施設整備事業 14,200
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主な普通建設事業費の一覧

国県
支出金

市債 その他

分庁舎管理事業 春日庁舎の電話機更新に係る事業費 23,902 23,902

公用車管理事業 公用自動車台数の適正化に関する基本方針に沿った公用
車の更新にかかる自動車購入費 7,240 7,240

公共交通バス対策事業 中型ノンステップバス（１台）の購入費及びデマンド（予約）
型乗合タクシー車両（３台）の更新費 47,097 30,200 2,640 14,257

Ｕ・Ｉターン推進事業 空き家を借上げ、定住促進住宅として移住希望者等へ賃貸
するために整備する工事費 5,000 1,250 3,750

12　交通安全対策 交通安全啓発事業 ロードミラーの設置及び修繕に係る事業費 10,063 10,063

20　諸費 自治会活動事業 自治会が所有する公民館の新築・大規模修繕、運動場の
新設等に対する補助金 17,000 17,000

01　社会福祉総務 防犯推進事業 自治会要望による防犯灯の設置に係る事業費 6,670 6,670

03　障害福祉費 こども発達支援センター運営
事業

丹波市立こども発達支援センター内に障害児通所支援事
業用のボルダリング設置に係る事業費
丹波市通所支援事業所もみじが実施する障害児通所支援
事業利用者送迎用車両（車イス対応）の更新に係る事業費

5,200 5,200

04　保育所費 幼児教育・保育推進事業 認定こども園の通園バス購入に対する補助金 9,500 9,500

05　児童福祉施設 アフタースクール事業 アフタースクールの危険遊具撤去や空調新設等、保育環境
整備に必要な事業費 10,455 3,680 6,775

04　環境衛生費 新・省エネルギー普及事業 木質バイオマスの更なる活用とCO２削減による地球温暖化
防止を図ること、また、地域から集積された材が地域還元で
きる取組みを市民に知っていただくため、各支所に薪ストー
ブを設置するための事業費

5,500 5,500

08　斎場費 斎場管理運営事業 柏原斎場の照明LED化工事費 11,500 10,300 1,200

02　塵芥処理費 一般廃棄物処理施設整理事
業

ひかみクリーンセンター跡地の残土受入工事費
5,225 5,225

06　浄化槽管理費 浄化槽管理事業 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 15,373 4,791 10,582

03　農業振興費 野猪等防除事業 獣害防護柵等設置に対する補助金
獣害防止柵設置工事費 39,629 7,106 26,421 6,102

基盤整備事業 県営経営体育成基盤整備事業負担金 47,137 18,800 4,520 23,817

市単独土地改良事業 丹波市単独土地改良事業補助金交付要綱土地改良事業
の促進を図り、もって農業生産の増進に寄与するため団体
が行う土地改良事業の経費に対する補助金

11,860 450 11,410

ため池整備事業 地震・集中豪雨等による災害を防止し、農村地域の防災力
の向上を図るための総合的な防災・減災対策に係る事業費
ため池点検20箇所
ため池等整備事業負担金

28,194 1,598 6,140 20,456

農業水路等長寿命化・防災
減災事業

団体営造成施設事業等により整備した農業水利施設の有
効利用を図り、効率的な機能保全対策を推進するため、施
設の劣化状況等の調査結果に基づき、機能を保全するた
めに必要な対応方策を定めた計画を作成し、これに基づく
施設の更新の事業費

19,740 12,032 2,961 4,747

06　農業施設費 有機センター管理事業 良質な堆肥生産に向けた施設・機械改修に向けた実施設
計に係る事業費
ダンプの後ろ扉改造のための工事費
堆肥散布車両更新費

11,715 4,300 7,415

02　林業振興費 林業補助金交付事業 森林の公益的機能の保持回復を目的とした森林経営計画
に基づく間伐及び作業路網整備経費に対する補助金
県補助事業の対象外となった作業路網整備経費に対する
補助金
施業の低コスト化及び省力化を図るための高性能林業機
械導入経費に対する補助金
森林を整備するために補修・改良等が必要な林道整備に
係る経費への補助金
高林齢針葉樹林地を群状伐採し、跡地に広葉樹を植栽し、
針葉樹と広葉樹の混交林化に対する補助金

70,541 49,785 20,756

03　林業施設費 治山事業 被害森林内における倒木、危険木の有効活用策として、事
業地内の簡易土留工に対する補助金 19,147 9,600 9,547

大河ドラマを活かした観光推
進事業

黒井地区内大型看板設置工事に係る事業費
5,261 5,261

観光拠点整備事業 道の駅丹波おばあちゃんの里再整備に関する基本設計・実
施設計業務に係る事業費
恐竜モニュメントベンチ設置工事費

36,000 1,500 34,500

指定管理者導入施設管理事
業

薬草薬樹公園リフレッシュ館屋根防水改修工事に係る事業
費
ウッディプラザ山の駅外壁、屋根修繕に係る事業費

47,466 41,200 6,266

公園管理事業 川代公園吊り橋補修工事に係る事業費 34,548 32,800 1,748

土木総務費 道路改良工事の現場技術管理に係る事業費 15,000 15,000

法定外公共用財産管理事業 自治会等が行う法定外公共物（里道・水路）の整備、改修
等に係る補助金 15,399 15,399

05　農地費

03　観光費

01　土木総務費

04　観光施設費

04
衛
生
費

01

（単位：千円）

事業費

特定財源

一般財源

01

小事業名称

02

05　財産管理費

06　企画費

事業概要

01

08
土
木
費

02
総
務
費

03
民
生
費

款 項 目

07
商
工
費

02

06
農
林
水
産
業
費

01

02

01

01
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国県
支出金

市債 その他
事業費

特定財源

一般財源小事業名称 事業概要款 項 目

02　道路維持費 道路保全事業 市道の舗装修繕及び道路維持管理用車両の購入に係る事
業費 31,501 27,000 4,501

国庫交付金等道路整備事業 主要幹線道路の補完、公共施設等の市内にある主要な施
設へのアクセス向上につながる道路・歩道の整備に係る事
業費

138,000 61,710 43,400 32,890

市単独道路整備事業 集落内生活道路の拡幅整備に係る事業費 55,000 49,500 5,500

辺地対策道路整備事業 辺地の生活基盤向上を図るための道路整備に係る事業費 263,619 260,800 2,819

04　橋りょう維持費 橋りょう長寿命化事業 橋りょう長寿命化計画に基づく橋りょうの点検・補修に係る
事業費 208,000 104,907 54,100 48,993

河川維持事業 渓流から河川への土砂流出被害を抑制する工事、及び急
傾斜地崩壊対策に係る事業費 77,000 77,000

桜づつみ公園管理事業 氷上さくら公園の整備、及びトイレの改修に係る事業費 33,000 31,300 1,700

排水機場管理事業 排水機場長寿命化計画に基づく排水機場の点検・整備等
に係る事業費 68,130 61,300 6,830

03　河川改良費 河川改良事業 河川改良に係る事業費 304,106 48,200 235,400 20,506

04　砂防費 急傾斜地崩壊対策事業 兵庫県が行う急傾斜崩壊対策事業に係る事業費の一部負
担金 47,000 32,200 2,950 11,850

02　住宅管理費 市営住宅管理事業 市営住宅竹田団地メーターボックス扉改修等に係る事業費
13,065 13,065

03　住宅建設費 市営住宅長寿命化事業 市営住宅牛河内団地改修等に係る事業費 75,360 22,050 51,400 1,910

非常備消防施設整備事業 小型動力ポンプ、普通積載車の購入に係る事業費 33,117 32,900 217

消防活動車両整備事業 高規格救急自動車更新整備に係る事業費 32,955 31,600 1,355

救急駐在所移転事業 市島農村環境改善新センター解体撤去に伴う市島救急集
在所移転工事費 11,384 10,800 584

02 01　学校管理費 小学校施設整備事業 久下小学校校舎及びエレベーターの設計業務に係る事業
費 15,150 14,200 950

中学校管理事業 市内５中学校の特別教室空調設備設計業務等に係る事業
費 13,900 10,900 3,000

中学校統合準備事業 山南地域市立中学校の基本設計・実施設計に係る事業費 126,290 126,000 290

埋蔵文化財調査事業 開発等に伴う埋蔵文化財の試掘調査及び出土遺物の整理
に係る事業費 5,000 1,500 3,500

文化財整備事業 黒井城跡の落石危険箇所対策に関する事業及び旧朝倉家
住宅屋根保存修理に係る事業費 20,756 7,100 8,500 5,156

氷上回廊水分れフィールド
ミュージアム拠点整備事業

氷上回廊をテーマにした水分れ資料館の改修に係る事業
費 275,750 70,400 126,900 78,450

スポーツピアいちじま整備事
業

つかさグループいちじま球場におけるスコアボード更新及び
グラウンド排水改修等の大規模改修工事に係る実施設計
業務に係る事業費

12,400 12,400

春日総合運動公園管理事業 春日スタジアムの内野整備工事に係る事業費
テニスコート休憩所の屋根改修に係る事業費
施設内遊具の撤去に係る事業費

10,180 10,180

04　学校給食費 学校給食管理事業 青垣学校給食センターの食器・トレイ洗浄機等の購入、令
和３年度に実施する春日学校給食センターの空調及び配
管更新工事の設計業務等に係る事業費

67,501 63,000 4,501

03　消防施設費

05

01　学校管理費

09　文化財保護費

03　保健体育施設

03　道路新設改良

02　河川維持費

※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。

06

09
消
防
費

10
教
育
費

03

06

01

02

03

08
土
木
費

（単位：千円）

国県支出金 市債 その他

2,563,300 343,894 1,292,500 369,899 557,007

普通建設事業費の総額

事業費

特定財源（1,868,102）

一般財源
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寄附金額・寄附件数推移

寄附金額 件数

（万円）

令和２年度 ふるさと寄附金活用事業 

  丹波市にお寄せいただいたふるさと寄附金（ふるさと納税）につきまして、寄附者のみなさまの意

向に沿って、下記のとおり令和２年度の財源として大切に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

 （単位：千円）

■農業・林業・産業振興 ■医療・健康・福祉 

特産物振興や農産物輸出の促進 11,000 療育用訓練ボルダリングの設置 1,000

■丹波竜・移住・定住・観光 障害児通所支援事業車両の更新  4,200

丹波竜の PR 宣伝事業費 4,318  敬老事業補助金 10,000

■子育て・教育・文化  福祉人材補助金 3,000

学校用プログラミング教材の購入 7,298 ■市政全般  

学校用電子黒板の購入 12,662  中型バスのラッピング 2,640

 柏原子育て学習センターの遊具設置費用 2,000 ベートーベン生誕 250 周年公演 1,649

 青垣総合運動公園の遊具設置費用 2,500 学校用吹奏楽楽器購入 18,622

 青垣住民センターの遊具設置費用 1,500 丹波竜展示費 12,615

■防災・地域づくり ふるさと寄附金の記念品 20,000

各地域の地域づくり交付金 22,000 合  計 137,004

 
ふるさと寄附金実績（H24～R1 年度） 

※令和元年度は 12 月末時点 

令和２年度ふるさと寄附金充当事業一覧 

（件） 
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経常収支比率（他市との比較）（単位：%）

　指標でみる丹波市の財政状況

財政力指数（自前の財源指数）

財政指標

　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
度以降は0.43台で推移しており、県平均、類似団体平
均よりも下回っています。

経常収支比率（財政の弾力性）

　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、決算見込み比較で、前年度から1.5ポイント悪化した89.9％を見込みました。
　今後については、会計年度任用職員制度移行による人件費や介護保険特別会計に係る繰出金が高い水準で推移する
ことが予測されるため、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。

丹 波 市 88.0 87.9 87.0

区分 H28決算 H29決算 H30決算

西 脇 市 89.5 89.1 89.7

丹波篠山市 97.6 99.2 94.0

朝 来 市 87.5 88.8 89.4

三 田 市 98.2 96.0 96.0

豊 岡 市 89.5 91.3 90.5

類似団体平均 91.2 91.6 -

養 父 市 86.7 88.1 88.8

兵庫県平均 94.0 95.2 94.5

解説explain

分析analyze

解説explain

分析analyze

0.433 0.431 0.430 0.432 

丹波市

0.437 

0.610 0.610 兵庫県平均

0.610 

0.730 0.730 

類似団体平均

0.740 

0.200

0.400

0.600

0.800

H27決算 H28決算 H29決算 H30決算 R1見込

84.8

88.0 87.9 

87.0 

88.4 

丹波市決算（見込）

89.9 

91.7

94.0

95.2 県内市町平均

94.5 

88.7

91.2

類似団体平均

91.6 

80.0

90.0

100.0

H27決算 H28決算 H29決算 H30決算 R1見込 R2見込

％ 経常収支比率の状況（H30までは決算、R1･R2は決算見込み） 丹波市決算（見込）

県内市町平均

類似団体平均
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実質公債費比率（他市との比較）（単位：%）

将来負担比率（他市との比較）

-

-

-

R2見込

▲ 23.0

-

-

-

-

-

-

-

実質公債費比率（実質的な借金返済金の割合）

将来負担比率（一部事務組合なども含め自治体が将来に負担すべき借金の割合）

区分 H28決算 H29決算 H30決算

6.4 -

丹 波 市 6.4 6.3 6.7

西 脇 市 8.4 8.7 8.7

丹波篠山市 19.2 19.1 18.8

朝 来 市 9.5 10.0 10.2

7.9 7.1

豊 岡 市 11.8 11.9 12.3

　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
25％以上

35％以上

市債発行に県の許可が必要
「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
「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

　令和２年度は、前年度から1.1ポイント改善した4.7％を見込んでおり、市債発行に県の許可が必要となる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３割を占める地方交付税は人口減等により減収が見込まれるため、普通建設事業費の抑制や
市債の計画的な借入を行い、公債費（借金返済金）を抑える必要があります。

三 田 市 8.3

全 国 平 均 6.9

養 父 市 8.9 7.2 5.9

兵庫県平均 7.9 7.4 6.9

2.7 ▲ 3.7

89.4 74.8

養 父 市 - ▲ 54.5

350％以上

類似団体平均 7.5 7.2 -

　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「一部事務組合なども含め
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。

R1見込

5.4

「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

区分 H29決算 H30決算

丹 波 市 16.8

-

-

（単位：%）

46.7

全 国 平 均 33.7 -

　令和２年度は、前年度見込から28.4ポイント改善した▲
23.0％を見込んでおり、早期健全化となる基準以内となってい
ます。
　これは、健康センターミルネや看護専門学校の建設に係る合
併特例債等の発行額が事業完了により大きく減額すると見込
んでいるためです。
　実質公債費比率と同様、特別会計を含めた普通建設事業費
の抑制や市債の計画的な借入を行い、市債残高（借金残高）
を抑える必要があります。

西 脇 市 15.1 2.0

丹波篠山市 187.2 177.0

-

-

兵庫県平均 54.9

13.8

-

-

豊 岡 市

朝 来 市 33.8 12.4

三 田 市

解説explain

分析analyze

解説explain

分析analyze

6.8 

6.4 
6.3 

6.7 

5.8
丹波市

4.7 

8.5 

7.9 

7.4 
県内市町平均

6.9 
7.4 

6.9 全国平均

6.4 

7.8 

7.5 類似団体平均

7.2 

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

Ｈ27決算 Ｈ28決算 Ｈ29決算 Ｈ30決算 R1見込 R2見込

％ 実質公債費比率の状況（H30までは決算、R1･R2は見込み）

丹波市

県内市町平均

全国平均

類似団体平均
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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、丹波市国保では医療費の増加により、国保財政は厳しい状況です。

平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保にお

いて中心的な役割を担っています。市は、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保健事業等、

地域におけるきめ細かい事業を引き続き行っています。 

丹波市の令和２年度予算では、県への納付金を19億3,518万3千円（前年度対比3.2％増）、保険給付費として

被保険者12,988人、一人当たり給付費35万7,914円を見込み算定しています。 

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、データヘルス計画、特定健康診査等実施計画に基づきより効果的・効率的な保健事業

を実施します。  

68億3,800万円（前年度対比 △1.5％）

国民健康保険特別会計事業勘定       市民課 82-6690

●国民健康保険税    12億7,525万５千円

●県支出金             48億9,843万１千円

●繰入金                 ６億45万２千円
一般会計繰入金                ４億8,545万２千円

財政調整基金繰入金        １億1,500万円 
●保険給付費 46億8,724万円
  療養諸費            40億9,277万円

  高額療養費 ５億6,835万９千円

●国民健康保険事業費納付金 19億3,518万３千円

●保健事業費 6,668万３千円 
主な歳入の内訳 主な歳出の内訳 

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、「地域住民が安心で

きる質の高い心のこもった医療の提供」をめざし、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、令和２年度より訪問リハビリテーションを追加し、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きます。 

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、計画的に医療機器の更新を行い、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。 

 

●診療収入       １億5,708万９千円
  外来収入           １億4,681万４千円

   国民健康保険診療収入      2,160万６千円

   社会保険診療報酬収入      2,411万７千円

後期高齢者診療報酬収入            5,110万円

その他の診療報酬収入                 404万円

一部負担金収入                    2,135万円

介護報酬収入                   2,460万１千円

●繰入金                   6,130万７千円
事業勘定繰入金                      15万１千円

一般会計繰入金                   3,665万４千円

財政調整基金繰入金               2,450万２千円

●総務費                  １億5,453万円
  施設管理費                   １億5,397万６千円

  研究研修費                          55万４千円

●医業費                   3,171万１千円
  医業費                           3,044万１千円

   医療用機械器具費                919万３千円

   医療用消耗機材費                 283万３千円

   医療用衛生材料費               1,818万２千円

寝具費                            23万３千円

  給食費                                 127万円

●公債費                       3,528万円

主な歳入の内訳 主な歳出の内訳 

２億2,210万円（前年度対比 △3.4％）

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

後期高齢者医療特別会計          市民課 82-6690 

10億300万円（前年度対比 ＋3.9％）

平成20年４月から75歳以上の方の医療保険制度は、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は、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、今年度

は、令和２・３年度の保険料改定の年であり、均等割額は51,371円（+2,516円）、所得割率は10.49％（+0.32

ﾎﾟｲﾝﾄ）となっております。今後も引続き円滑な事務処理に努めます。 

主な歳入の内訳 主な歳出の内訳 

●総務費            673万６千円
  総務管理費              19万４千円

徴収費                             654万２千円

●後期高齢者医療広域連合納付金  

９億9,521万２千円

●後期高齢者医療保険料 ７億2,962万８千円

●繰入金          ２億5,235万１千円
一般会計繰入金 

事務費繰入金            673万５千円

   保険基盤安定繰入金    ２億4,561万６千円

76億1,000万円（前年度対比 ＋4.8％）

介護保険特別会計保険事業勘定      介護保険課 88-5266

本市の介護保険の状況は、令和元年９月末時点で第１号被保険者数が21,469人、要介護認定者数が4,367人

であり、要介護認定率は20.3％と国の18.9％と比べると高い状況です。高齢者の増加に伴い、ますます介護保

険制度の担う役割は大きく、中長期的な視点での取り組みが必要です。第７期介護保険事業計画（平成30年度

～令和２年度）では地域での生活を支援する認知症対策や介護予防の積極的展開等を行っています。最終年度

である令和２年度は、在宅医療・介護連携推進のための多職種連携の研修会や市民向け人生会議（ＡＣＰ）フ

ォーラム等の開催や、既に運用が行われている医療介護情報連携システムの介護保険サービス事業者への導

入補助を行い医療と介護の連携強化を図ります。また、市民一人ひとりが住み慣れた地域で安心して生活を送

ることができるよう住民主体の『地域支えあい活動』を推進していきます。更に介護保険サービス利用者に対

する適正なサービスの提供を確保するとともに、介護給付費等の適正化を行い、更なる地域包括ケアシステム

の深化・推進と地域共生社会の実現に向けた第８期介護保険事業計画の策定を行います。 

主な歳出の内訳 主な歳入の内訳 

●総務費              １億7,943万５千円
総務管理費                   １億2,290万７千円

徴収費                             522万８千円

介護認定審査会費                 4,356万２千円

趣旨普及費                          64万４千円

計画策定委員会費                   709万４千円

●保険給付費           70億8,589万２千円
介護サービス等諸費           64億9,268万８千円

介護予防サービス等諸費           １億7,397万円

その他諸費                        623万９千円

高額介護サービス等費         １億1,959万１千円

特定入所者介護サービス費     ２億7,113万５千円

高額医療合算介護サービス等費     2,226万９千円

●地域支援事業費       ３億4,212万２千円
地域支援事業費                 6,879万４千円

介護予防・日常生活支援総合事業費 １億472万円

包括的支援事業費           １億1,223万５千円

その他の地域支援事業費         5,637万３千円

●基金積立金                 104万１千円
   介護保険給付費準備基金積立金     104万１千円

●保険料 14億6,475万８千円

●国庫支出金           18億4,745万２千円
国庫負担金                   12億9,016万８千円

国庫補助金 

調整交付金                 ４億5,900万７千円

地域支援事業交付金      2,624万４千円

地域支援事業交付金    7,203万３千円

●支払基金交付金       19億4,861万９千円
介護給付費交付金               19億1,319万円

地域支援事業支援交付金         3,542万９千円

●県支出金             10億6,516万３千円
県負担金                     10億1,274万５千円

県補助金 

地域支援事業交付金      1,640万２千円

地域支援事業交付金    3,601万６千円

●繰入金                 12億8,280万円
一般会計繰入金             11億8,476万９千円

介護保険給付費準備基金繰入金  9,803万１千円 
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特別会計の概要       4,290万円（前年度対比 ＋5.1％）

訪問看護ステーション特別会計  国保診療所 87-0109
地域医療課 88-5750

【青垣訪問看護ステーション】 

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ます。 

 

【ミルネ訪問看護ステーション】 

ミルネ訪問看護ステーションは、柏原赤十字病院が行っていた「訪問看護ステーション」の業務を市が引き

継ぎ、県を指定管理者として在宅ケアを提供します。 

主な歳入の内訳 主な歳出の内訳 

●療養収入          1,362万６千円 
訪問看護療養費収入        1,243万２千円 

訪問看護利用料収入        119万４千円 

●繰入金                  2,923万１千円 
   一般会計繰入金（青垣・ミルネ）2,923万１千円 

●総務費                     4,290万円 
  施設管理費                     2,483万１千円 

  研究研修費                        ６万９千円 
  施設運営費                        1,800万円 

丹波市立地方卸売市場は、卸売市場法に基づき、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、生鮮食料品等の流通の円滑化と市民生活への安定供給に貢献しています。 

卸売業者、買受人組合、出荷組合等と協力を図りながら、適正かつ健全な運営を確保することに努めてまい

ります。 

260万円（前年度対比 増減なし）

地方卸売市場特別会計          農業振興課 74-1465

●使用料及び手数料       257万３千円
  使用料              257万３千円

   市場使用料           215万５千円

   通い容器使用料          41万８千円

●市場費                      250万円 
  市場費                   250万円 

   市場総務費            20万１千円 

   市場費             229万９千円 

    通い容器取扱委託料           46万円 

基金積立金            147万４千円 

主な歳入の内訳 主な歳出の内訳 
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●総務費                      1,210万円
  総務管理費                           1,210万円

   指定管理委託料                     839万円

   基金積立金             254万３千円

駐車場特別会計は、市内の各ＪＲの駅周辺に設置した９箇所の駐車場に指定管理者制度を導入し、民間事業

者による効率的かつ効果的な運営を行っています。駐車場の総区画数は281区画で、一時預かり駐車場では、

１時間以内の利用料の無料化など活用しやすい環境を整えています。また、令和元年10月から、谷川、柏原、

石生の各一時預かり駐車場の駐車料金の支払いにICOCAなどの電子マネーが利用できるようになり、JR利用者

の利便性向上を担います。  
名  称 料  金 区画数 使用料（予算） 

1 丹波市営柏原駅東駐車場 月額 4,000円 62区画  137万６千円

2 丹波市営柏原駅前駐車場 １回   300円 24区画  277万２千円

3 丹波市営石生駅西駐車場 月額 3,000円  １回 300円 70区画  216万円

4 丹波市営黒井駅前駐車場 １回   300円 ９区画  58万８千円

5 丹波市営黒井駅前月極駐車場 月額 3,000円 18区画  57万６千円

6 丹波市営谷川駅前駐車場 １回   300円 41区画  323万７千円

7 丹波市営下滝駅前駐車場 月額 3,000円  １回 300円 19区画  21万６千円

8 丹波市営市島駅前駐車場 月額 3,000円  １回 300円 20区画  62万４千円

9 丹波市営丹波竹田駅前駐車場 月額 3,000円  １回 300円 18区画  18万円

10 「たんば鉄道の日」収入 毎月22日 ７駐車場実施 － 26万４千円

合            計 1,199万３千円

1,220万円（前年度対比 △42.2％）

駐車場特別会計              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     1,199万３千円  使用料                          1,199万３千円

  
新校舎が完成し、令和元年９月にオープンしました。明るく広々とした空間の中に、学生が集える場所を各

所に配置したほか、視聴覚教室や充実した図書室、医療現場の臨場感を高めた実習室などを活用して授業、実

習を行います。また、同敷地内の兵庫県立丹波医療センター、丹波市健康センターミルネをはじめとする医療

機関等での臨地実習により、看護師として必要な資質を養成するとともに、地域住民の健康的な生活を支援

し、生涯にわたり看護を追究できる専門職業人を引き続き育成していきます。 

 平成31年４月に運用を開始した学生寮では、遠方から入学した学生が親元を離れ、丹波市で生活を送りながら学業に

励んでおり、学校運営と合わせて管理を行っていきます。 

１億 6,810 万円（前年度対比 △31.8％）

看護専門学校特別会計         看護専門学校 86-7817

主な歳入の内訳 主な歳出の内訳 

●使用料及び手数料        4,520万６千円
授業料、入学料、学生寮使用料     4,296万円

入学考査料                   200万円

●県補助金            5,148万円
  県補助金                            5,148万円

●繰入金                  7,063万３千円  一般会計繰入金（通常分）        7,063万３千円

●雑入 78万１千円  学生寮光熱水費             78 万円

●総務費        １億4,261万６千円
一般管理費             １億4,261万６千円

職員人件費            6,883万８千円

    一般管理費                    7,089万１千円

    学生寮管理費          288万７千円

●教育費          2,548万４千円
学校運営費                      2,548万４千円  
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●水道事業収益       19億7,400万円
営業収益                       15億3,100万円

給水収益                      15億1,200万円

受託工事収益                         400万円

その他営業収益               1,500万円  

営業外収益                      ４億4,300万円

受取利息及び配当金                    ２千円

加入金                           865万６千円

一般会計繰入金                １億1,734万円

長期前受金戻入                 ３億1,700万円

雑収益                                ２千円

 

 

●水道事業費用             21億7,400万円
営業費用                         19億9,400万円

原水及び浄水費                 ４億1,200万円

配水及び給水費                １億4,600万円

受託工事費                         2,100万円

総係費                         ２億4,900万円

減価償却費                  11億2,000万円

資産減耗費                         4,500万円

その他営業費用                       100万円

営業外費用                       １億7,300万円

特別損失                               200万円

予備費                                500万円  

●資本的収入               ９億4,700万円
  企業債                           ４億4,000万円

   管路更新事業                 ４億4,000万円

繰入金                       ４億5,184万７千円

   一般会計出資金             ４億2,205万４千円

   一般会計負担金                2,893万３千円

 一般会計補助金              86万円

分担金及び負担金                 5,515万３千円

工事負担金                     5,515万３千円

 

    

    

 

●資本的支出              17億5,300万円
  建設改良費                       10億9,100万円

   営業設備費                        6,300万円

   改良工事                      10億2,700万円

   固定資産購入費            100万円

企業債償還金                     ６億6,200万円

   企業債償還金                  ６億4,190万円

   その他企業債償還金                 2,010万円

   

   

   

 

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 

収益的支出   21億7,400万円

資本的支出   17億5,300万円
 

令和２年度の予算規模は、収益的支出で21億7,400万円（前年度21億4,200万円：前年度対比+1.5％）、資本的支

出で17億5,300万円（前年度16億8,700万円：前年度対比＋3.9％）となりました。 

収益的収支で収益が費用に対し不足する２億円は、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８億600万円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんします。 

 

令和２年度も、「安全で安心な水の供給」「災害に強い強靭な水道の構築」「安定的な事業運営の持続」を柱として以

下の施策を重点的に展開します。 

 

 「安全～“安全で安心な水の供給”」 

●安全で良質な水を安定供給するため、施設等の適切な水質検査を徹底し、水質の安全管理に努めます。 

 

「強靭～“災害に強い強靭な水道の構築”」 

●令和元年度に引き続き、管路更新に重点を置き、管路更新計画に基づいて老朽管の管路更新工事を行い、有収率

と耐震化率の向上を図ります。 

配水区域の変更による広域的な水融通を進め、災害に強い水道の安定供給の構築を図ると共に、今後の施設更新

では、経営面にも注視し、経費削減効果のある設備投資を進めます。 

また、危機管理対応能力をいっそう高めるため、応急給水訓練や情報伝達訓練などの実践訓練に積極的に参加し、

職員の技術の向上を目指します。 

 

 「持続～“安定的な事業運営の持続”」 

●貴重な水資源の有効利用と有収率の向上を図るため、引き続き漏水調査を実施し、漏水箇所の早期発見と修繕によ

り無効水量の抑制を図ります。また、令和２年度からは、組織再編に伴い上下水道部として経営部門を統一し、経営

能力の向上を図ると共に、上下水道が同一建物に配置されることによる、市民サービスの向上と市民が利用しやすい

環境づくりを目指します。 

39億2,700万円（前年度対比 ＋2.6％）

水道事業会計           水道部 経営企画課 72-0605 
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公営企業会計の概要 
 

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      31億8,500万円
  営業収益           12億6,514万９千円

   下水道使用料        12億5,618万１千円

   他会計負担金            854万４千円

   その他営業収益                    42万４千円

  営業外収益          19億1,985万１千円

   受取利息及び配当金        409万５千円

   他会計補助金            ７億8,188万円

   長期前受金戻入       11億3,374万２千円

   雑収益               13万４千円

 

●下水道事業費用           31億8,450万円
  営業費用           26億7,397万６千円

   管渠費           １億2,434万９千円

   処理場費          ５億3,068万４千円  

総係費                     １億9,230万７千円

減価償却費                 18億1,763万６千円

資産減耗費                          900万円

  営業外費用                     ５億327万８千円

   支払利息及び企業債取扱諸費 ４億3,881万１千円

   消費税及び地方消費税           6,446万３千円

   雑支出                               ４千円

特別損失                           124万６千円

  予備費                                 600万円

 ●資本的収入              22億9,600万円
  企業債                           11億9,995万円

   建設改良債                     ３億3,465万円

   資本費平準化債                 ８億6,530万円

  他会計補助金                 ８億6,996万５千円

  補助金                             ２億530万円

  分担金及び負担金                 2,078万５千円

   分担金                             1,260万円

   負担金                           818万５千円

 

 

●資本的支出              31億2,500万円
  建設改良費                   ６億2,312万７千円

   管渠建設費                        8,680万円

   管渠改良費                     1,337万２千円

   ポンプ場建設改良費       ３億5,370万円

   処理場建設改良費           １億6,925万５千円

  固定資産購入費                   3,800万７千円

  企業債償還金                 24億6,386万６千円

   建設企業債元金償還金     22億7,864万３千円

   資本費平準化債元金償還金  １億8,522万３千円

 

 収益的支出 31億8,450万円

 資本的支出 31億2,500万円
 

令和２年度の予算規模は、収益的支出で31億8,450万円（前年度比△2.4％）、資本的支出で31億2,500万円（前

年度比＋5.3％）となりました。収益的収支では、50万円の黒字となり、資本的収支で収入が支出に対し不足する８億

2,900万円は、引継金や過年度分損益勘定留保資金等で補てんします。 

 

本市の下水道事業は、処理施設の統廃合事業により１施設減り、公共下水道、農業集落排水及びコミュニティ・プラ

ントの各事業の34施設の維持管理や建設事業を行っています。平成30年度末の普及率は99.9％、接続率は97.6％で

ほぼ整備は完了しております。 

 

令和２年度も引き続き、「丹波市下水道中期ビジョン」で掲げます「次世代へつなぐ持続可能な下水道の再構築」に向

けて、３つの基本目標に基づき、事業を展開します。 

●目標①「事業継続性の確保」 

下水道事業が保有する管路、処理場や中継ポンプなど多くの施設は、今後、耐用年数が経過する時期が集中するこ

とで厳しい経営環境が見込まれます。下水道事業にとって、これらの施設や設備を適切に維持管理することが主要な経

営課題であります。こうしたことから、維持管理費や施設更新費用の大幅削減に向けた下水道施設の統廃合、ストックマ

ネジメントを基本方針とした長寿命化工事を実施し、維持管理、改築修繕の一体的な最適化を図ります。また、施設の

老朽化に伴う不明水が増加していることから、効果的な手法を検討しながら、その対策を計画的に実施することで経費

削減につなげ、持続可能な下水道事業を運営するために、計画的な事業推進に取り組みます。 

 

●目標②「安全で安心なまちづくり」 

下水道は、汚水を排除・処理することにより、公衆衛生の向上及び快適な生活環境づくり、公共用水域の水質保全に

寄与するといった基本的な役割に加え、雨水を速やかに排除して浸水を防ぎ、住民の生命や財産を守るという役割を担

っています。 

今後もこの下水道の役割を果たしながら、兵庫県総合治水条例とも整合させ、下水道における雨水対策を実施すると

ともに、近年、頻発する豪雨災害などに備えて関係団体との連携強化について取り組みます。 

 

●目標③「地域住民との連携」 

下水道は市民生活にとって重要な社会基盤施設です。下水道がその役割を十分に発揮し、「事業継続性の確保」、

「安全で安心なまちづくり」を達成するためには地域住民の皆様の理解と協力が不可欠です。広報や出前講座、下水道

経営に関する情報公開、マンホールカードの活用を通じて、下水道への興味や関心をもっていただき、下水道の役割、

必要性、経営状況など、広く理解していただく取り組みを行います。 

63 億 950 万円（前年度対比 ＋1.3％）

下水道事業会計          建設部 下水道課 74-0224 
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