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歴史に類を見ない、私たちがかつて経験したことのない人口減少社会を迎えた今、丹波市も大きな転

換期にあると言え、成熟社会にふさわしい新たな社会システムの再構築が必要であり、果敢にチャレン

ジしていかねばなりません。 

  「誇りのもてる住んでよかった丹波市」を目指して 

                                          着実な取り組みを推進してまいります。 

【安心して暮らせるまちづくり】 

若者が将来の生活に展望を持てるとともに、子育ての喜びや家庭・地域のつながりが大切であること

から、中学校３年生まで医療費の全額無料化を実現するなど、子育て支援策を充実します。 

医療にかからない、あるいは介護が必要な状態とならないための予防施策を中心に、全国的にも珍し

い睡眠に着目した「ぐっすり・すやすや運動」を強く推進して、健康寿命日本一を目指し、地域医療対

策としては、特に、県立柏原病院と柏原赤十字病院の統合に向け、市民が安心して医療にかかれるよう、

必要な診療機能が十分に確保されるために関係機関とも連携しながら協議を行います。 

「安心」には、防災・減災対策や風水害対策は欠かすことのできないものです。通学路緊急合同点検

に基づく安全対策を積極的に実施し、児童の安全を確保するとともに、橋りょう長寿命化修繕計画に基

づいた橋りょうの修繕に着手するなど、計画的な道路整備を推進してまいります。 

【元気で活力あるまちづくり】 

国の緊急経済対策を積極的に活用して元気を取り戻すとともに、独自の施策をもって元気で活力ある

まちづくりを目指します。 

シカをキーワードに、捕獲から解体処理、有効活用に向けたモデル事業を実施するため、１次処理施

設の整備やシカの搬出等を支援し、丹波のシカ肉のＰＲにも積極的に取り組むとともに、森林組合、林

産センター等と連携し、低炭素社会の実現と木材の利用拡大を図るため、「木質バイオマス供給施設」

の整備を支援します。 

【歴史、文化、芸術、スポーツが息吹くまちづくり】 

ちーたんの館で恐竜頭部の立体的モニュメントや動画の制作を行うとともに、恐竜化石と地域資源を

組み合わせたまちづくりを推進します。 

また、「ＮＨＫのど自慢」が、９月に丹波市で開催 

されます。丹波市の魅力を全国に発信していきたいと 

考えております。 

【環境にやさしいまちづくり】 

 循環型のまちづくりを着実に推進するとともに、 

防犯灯のＬＥＤ化やクリーンエネルギーを積極的 

に導入し、市内での温室効果ガスの削減を行います。 

【信頼される行政】 

 市民目線での行政サービスの向上や行政情報公開 

など、市民から信頼される行政の展開を図ってまい 

ります。 
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我が国の経済は、東日本大震災の影響から立て直しが図られる中、設備投資の緩やかな持ち直しや個人消費の緩やかな

増加が見られるなど復興需要などの内需がけん引し明るい兆しも見えつつありますが、海外経済の状況が景気を悪化させ

る要因もあり、今後の動向を十分注視していく必要があります。 

国においては、「日本再生戦略」を閣議決定し、震災からの復興を最優先課題とするとともに、社会保障分野を含む歳出

全般を見直し、大胆な予算の組み替えをするとしています。 

 

 

 

平成23年度の丹波市普通会計決算は、実質収支が16億1,989万４千円の黒字となり、収支面で引き続き健全な決算が維持で

きました。 

財政状況を示す指標では、経常経費に充てられた経常一般財源の割合を示す経常収支比率は84.1％となり、前年度82.2％

から1.9％悪化し、実質公債費比率（３ヵ年平均）については13.1％となり、昨年度の14.6％から1.5％改善しています。 

また、財源調整のための財政調整基金残高は、66億1,296万９千円で、前年度対比５億5,932万９千円の増額となっていま

す。 

市債現在高は363億2,946万２千円で、繰上償還等に伴い前年度対比18億9,139万２千円の減額となっています。 

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

の動向には注意が必要で、合併特例債等の発行額の増嵩が今後も見込まれる中、特別会計や公営企業会計を含めた起債発行

額の抑制や繰上償還など財政健全化に向けた更なる取り組みが必要です。 

 

 

 

平成25年度当初予算編成は、「丹波市総合計画・後期基本計画」及び「第２次行政改革大綱・実施計画」の取組みを着実

に進め、基金の取崩しを最小限に抑え、職員一人ひとりが事業の費用対効果を見極め、限られた財源の中で、創意工夫と

柔軟な発想を持って、前例にとらわれることなく、次の項目に十分留意し行うこととする。 

（１）一般財源ゼロシーリング基準による予算要求 

（２）サマーレビュー提案事業の予算要求 

（３）事業のスクラップ・アンド・ビルドの徹底 

（４）災害に対する対応 

（５）新しい社会システムの構築 

 

 

 

平成25年度の予算編成にあたっては、総合計画並びに市長３期目の所信表明の５つの基本姿勢をテーマにしたまちづくり

を進めます。 

 

 

１

  
国と地方財政を取り巻く環境 

２ 丹波市の財政状況 

３

  
予算編成の基本方針 

４

  
予算編成にあたっての視点 
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で 

 
 

  

市民税は、景気の回復が予想できないなか、個人市民税が昨年度

当初予算で想定していた所得減少率を決算見込みで上回ることか

ら、6.6％の増、法人市民税はほぼ同額 

固定資産税は、土地は昨年度に引き続き、地価の下落傾向による

減、家屋は昨年度の評価替えの影響のため減 

国有資産等所在市交付金は、丹波市への県営住宅の譲渡により減 

軽自動車税は、普通乗用車からの買い替え等による微増 
 

市税 

71億9,344万円(前年度対比 ＋2.6％) 

 

 

一般廃棄物処理施設建設事業、国庫交付金等道路整備事業などの

継続事業に加え、幼保一元化事業、防災行政無線整備事業など増額

となるため、合併特例債の充当事業は増額 

臨時財政対策債は15億1,800万円を計上し、前年度対比0.4％の減 

市債 
55億9,540万円(前年度対比 ＋9.7％) 

平成25年度当初予算は、一般会計が362億円となり、前年度対比４.6％の増加、

また、特別会計と企業会計を加えた全会計では、582億2,200万円で、前年度対比

0.9％の増加となりました。 

これらの予算を基に平成25年度は、「丹波市総合計画後期基本計画」の７つの基

本方針に基づき、市の方向性や基本計画に沿った事業を推進し、「安心して暮らせ

るまち」、「元気で活力のあるまち」「歴史、文化、芸術、スポーツが息吹くまち」、

「環境にやさしいまち」、そして「信頼される行政」の５つの基本姿勢で推進して

いきます。 

～誇りのもてる住んでよかった丹波市～ 

一般会計 

３６２億円 
（前年度対比 ＋4.6％） 

歳
入 

国庫支出金 25億5,247万円（前年度対比 △ 1.2％） 

県支出金 23億6,637万円（前年度対比 ＋30.3％） 

 

国庫支出金は、地域介護・福祉空間整備事業等交付金などの減 

県支出金は、緊急雇用創出事業費補助金などの増 

国庫支出金及び県支出金 

49億1,884万円(前年度対比 ＋11.8％) 

普通交付税 119億円（前年度対比  0.0％） 

特別交付税 9億5,000万円（前年度対比  0.0％） 

 

地方公務員給与の削減による普通交付税の減、地域の元気づくり

推進費（仮称）の創設や合併特例債の借入に伴う基準財政需要額の

増額、市税及び税交付金などの減少に伴う基準財政収入額の減額に

より昨年度と同額 

地方交付税 
128億5,000万円(前年度対  0.0％) 

財政調整基金繰入金  8億6,400万円 （前年度対比    15.2％） 

減債基金繰入金 6億5,000万円 （前年度対比     0.0％） 

特定目的基金繰入金 6億4,105万円 （前年度対比 ＋   35.3％） 

その他の繰入金 367万円 （前年度対比 ＋1,511.8％） 

繰入金 
21億5,872万円(前年度対比 ＋15.2％) 

地方譲与税 

地方揮発油譲与税 9,800万円 （前年度対比  △ 2.0％） 

自動車重量譲与税 2億4,200万円 （前年度対比 △ 7.3％） 

 

交付金 

利子割交付金 1,500万円 （前年度対比 △ 25.0％） 

配当割交付金 2,500万円 （前年度対比 △ 10.7％） 

株式等譲渡所得割交付金 300万円 （前年度対比 ＋ 62.5％） 

地方消費税交付金 5億8,400万円 （前年度対比 △ 11.6％） 

ゴルフ場利用税交付金 2,200万円 （前年度対比   0.0％） 

自動車取得税交付金 1億1,700万円 （前年度対比 ＋ 1.7％） 

地方特例交付金 2,800万円 （前年度対比   0.0％） 

交通安全対策特別交付金 1,010万円 （前年度対比 △ 1.9％） 

地方譲与税・交付金 
11億4,410万円(前年度対比 △8.7％) 
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平成２５年度当初予算合計 

５８２億２,２００万円（前年度対比 ＋0.9％） 
 

一般会計 362億円（前年度対比 ＋ 4.6％） 

特別会計 187億8,100万円（前年度対比 △ 0.2％） 

公営企業会計 32億4,100万円（前年度対比 △24.5％） 

一般会計 

３６２億円 
（前年度対比 ＋4.6％） 

歳
出 

性質別 目的別 

常勤特別職     4,902万円 

非常勤特別職   3億141万円 

常勤一般職 47億8,433万円※ 
（※事業費支弁人件費200万円除く。） 

 

定員適正化計画に基づく職員数の減に伴

い常勤一般職の給与費の減額 

人件費        51億3,476万円 

  (前年度対比 △2.1％) 

元 金 53億7,374万円 

(うち繰上償還        13億円) 

利 子 5億5,314万円 

（うち一時借入金利子 1,003万円） 

 

公債費     59億2,688万円 

  (前年度対比 △1.1％) 

物件費 46億5,295万円 

維持補修費 5億2,392万円 

扶助費 45億3,185万円 

補助費等 37億6,245万円 

積立金 3億3,944万円 

その他の歳出 7億8,900万円 

 

障害福祉サービス費の増 

乳幼児等医療費の増 

消防団員退職報奨金の増 

文化財保存整備補助金の増 

企業誘致促進補助金の増 

水道事業会計繰出金（出資金）の減 

 

行政経費     145億9,961万円 

  (前年度対比 ＋0.4％)   (前年度対比 ＋36.2％) 

普通建設事業 63億8,983万円 

幼保一元化事業 

防災行政無線整備事業 

一般廃棄物処理施設建設事業 

国庫交付金等道路整備事業 等 

 

災害復旧事業 1,250万円 

投資的経費   64億233万円 

下水道特別会計繰出金の増、介護保険特

別会計保険事業勘定繰出金の増など 

繰出金       41億3,642万円 

  (前年度対比 ＋0.3％) 

用語解説 
●当初予算 
  会計年度に先立ち、市議会３月定例会で議決さ

れる予算のこと。年度途中で、経済情勢の変化、

災害の発生などにより、追加や変更が必要となっ

た場合は、補正予算が提出、審議される。 

●一般会計 
  一般的な行政活動に関しての基本となる会計 

●特別会計 
  国民健康保険や訪問看護などの特定事業の会計 

●公営企業会計 
  地方公営企業法に基づき原則として活動経費を

事業収入でまかなう会計。丹波市では水道事業会

計のこと。 

 

●市税 
市民のみなさんが市に納める税金。主なものは

市民税、固定資産税など 

●地方交付税 
  市が一定水準の事務を行うことができるよう、

自治体間の税収の差を調整するため国から交付さ

れるお金。使い道は、市の自主性に任されている。 

●市債 
  学校、公園など効果が将来に及ぶ事業の財源に

充てるための長期にわたる借入金 

●国庫支出金及び県支出金 
  国や県から交付されるお金(補助金・負担金・交

付金など)。特定の事業などに対して交付されてい

るため、使い道は限定されている。 

●繰入金 
  特別会計など他会計から繰り入れるお金や、積

み立てた貯金(基金)を取り崩したお金など 

●人件費 
  市長や議員などの特別職に支給される給料や報

酬、一般職員に支給する給料や各種手当のほかに、

市が負担する共済費も含む。 

●行政経費 
  賃金、需用費、補助・負担金、還付金、貸付金

などの他の項目にあてはまらないすべてのお金 

●繰出金 
  一般会計から下水道特別会計、国民健康保険特

別会計などに、建設費、事務費などの補助のため

に支出するお金 

●公債費 
  市債の元金と利子の返済に要するお金 

●投資的経費 
  道路、橋、住宅、学校といった目に見えて残る

社会資本を整備するための経費や災害復旧に要す

る経費 

 

人件費 

14.2% 

行政経費 

40.3% 投資的

経費 

17.7% 

公債費 

16.4% 

繰出金 

11.4% 

民生費 

28.6% 

公債費 

16.4% 

土木費 

9.5% 

衛生費 

9.8% 

教育費 

10.7% 

総務費 

11.1% 

農林水

産業費 

6.7% 

消防費 

3.7% 

その他 

3.5% 
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平成 25年度 部局方針 

 

「市民力の向上～みんなで支える活力のある地域づくりの更なる推進」 
 平成24年４月１日から、市民が主役のまちづくりを進める際の基本ルールとなる「自治基本条例」が施行し、また、市内

25自治協議会で「地域づくり計画」が策定されました。 

まちづくり部では、市民一人ひとりの人権が尊重され、お互いを認め助け合うまちづくりをモットーに、市民が参画と協

働を通じて誇りや愛着の持てる地域をつくり、市民自らが学びを通して自らの向上と交流を育み、市民の身近な課題に取り

組んでいく個性豊かで元気なまちづくりを進めます。 

 また、市民が豊かな人間性を育み、健康的な生活の充実や地域文化の創造をめざし、市民自らが取り組む生涯学習の機会

を支援していきます。 

まちづくり部 

 

「適正で効率的・効果的な予算執行と健全な財政運営の維持」 
・大型事業の執行や合併特例措置の縮小に対応するため、健全財政の維持と資産・負債の適正な管理・運用に努め、市民が

安心できる財政運営を図ります。 

・市民から信頼される入札・契約制度の確立を目指します。 

・市税収入の確保に向けて、適正な課税・徴収に取り組みます。 

財務部 

 

 

「安心して暮らせる地域社会をめざして！！」  

・東日本大震災の教訓から、戸籍副本データ管理システムを整備することで、災害に強い戸籍情報の管理に努めます。 

・交通安全意識の高揚を図るため、自転車事故等の実演を含めた交通安全教室を行うなど、交通事故のない丹波市を目指し

ます。 

・省エネルギーによる環境への配慮と防犯灯の長寿命化を図るため、防犯灯の LED 化を推進します。 

・丹波防犯協会等を支援するとともに、地域と連携を図りながら犯罪の起こりにくい環境を整備するなど、暴力団排除を推

進します。 

・火災の早期鎮火、延焼拡大を防止するため消防車両や水利施設の整備に引き続き努めます。 

・住・生活環境の保全につなげるため、より良い環境の復活・創出（「環境の再生」）や環境をいかした経済・暮らし（「環

境の活用」）など地域の活性化を進めます。 

・災害時に確かな情報を的確に、迅速に伝えるため防災行政無線のデジタル化を計画的に実施します。 

・各自治会で作成された、「手づくりハザードマップ」の活用や地域防災力の向上のため、地域防災訓練の促進に努めます。 

・今後、起きると言われている大災害に対して、立地条件を活かした支援を行うための組織化を図ります。 

・一般廃棄物の適正な処理を図り、廃棄物の３Ｒ（リデュ－ス、リユ－ス、リサイクル）の推進に努めます。 

・合併浄化槽の適正な維持管理を推進し、公共用水域の保全に努めます。 

生活環境部 

 

 

「若者に魅力ある丹波市を目指して」 
 丹波市誕生により策定した市のまちづくりの基本指針である丹波市総合計画（H17-H26）の終期が近づいていることから、

市民参画のもと「誇りのもてる住んでよかった丹波市」の実現に向け、本格的な次期総合計画の策定作業に取り組みます。 

 また、「信頼される行政」を目指して、自治基本条例に基づく情報の共有を図るため、広報紙やホームページなどを活用

した積極的な情報提供に取り組むとともに、引き続き資源としての”ひと（組織・職員）”の力が最大限に発揮できるよう

に、人材育成を狭い意味での研修にとどめることなく、職場環境づくり、適正な仕事の管理運営と人事管理までをも含めた

能力の向上を図ります。 

企画総務部 

 

 

「支え合い 助け合い まごころで築く“絆”のまち たんば」 

市民が地域社会の一員として、生きがいをもち安心して幸せに暮らすことができるよう、福祉施策の充実に努めるととも

に、市民や民間事業者、関係機関等との協働を図り、「共に支え合う地域づくり」を推進します。 

・障害のある人の就労や相談支援の充実と円滑なサービスの提供に努めます。 

・医療、介護、福祉の一層の連携のもと、認知症やひとり暮らし高齢者等を地域全体で支え合う地域包括ケア体制の構築に

取り組みます。 

・高齢者、障害者(児)、女性に対する虐待の防止、早期発見、早期対応のため、支援体制の構築、及び事業所(者)や市民等

への啓発活動に努めます。 

・生活に困窮する方や不安を感じる方に対して必要な措置を講じつつ、健康で自立した生活が送れるよう支援に努めます。 

 

福祉部 
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「みんなの合言葉「ぐっすり・すやすや」で、めざせ！健康寿命日本一」 
・こころと身体の健康の保持・増進を図ります。 

・０歳児から中学校３年生までの医療費の自己負担を無料化して、子育てを支援します。 

・市内医療機関への支援を行い、安定した医療提供体制、安心な救急医療体制をめざします。 

・国民健康保険事業運営の安定化と医療費の適正化に努めます。 

・看護専門学校の円滑な市移管に向けた取組みを行います。 

健康部 

 

 

｢安全・安心な社会の実現に向けて、持続可能な社会資本を提供(整備・維持）します。｣ 
 本格的な人口減少社会の到来や自然災害の頻発、地球環境問題の深刻化など、都市を巡る転換期にあって、長期的、広域

的な観点からの計画的な都市づくりや、市民、事業者、行政などの多様な主体の参画、協働による生活環境の充実や地域の

個性を活かしたまちづくりが重要となります。こうした状況を踏まえ、策定された丹波市都市計画マスタープランの実現に

向けて各種施策を展開します。 

建設部 

 

 

「“消防職員としての信頼と誇り”を高める」 
第1次丹波市総合計画の完遂に向け、これまで実施した事業の単位別ＰＤＣＡを行い、消防総事業において「安全・安心

な環境整備」を基本に、“住んでよかった”、“住んでみたい”魅力あるまちづくりのため、直面する消防行政需要への対応

を、現有勢力と財政において能動的に執行し、実力ある消防づくりを推進します。 

消防本部 

 

 

「持続可能な水道事業の実現のために」 
本市の水道事業において、普及率はおおむね100％となっており、市民生活と市の発展に欠かすことのできないライフラ

インの一つとして、安全な水道水の安定供給に努めています。 

水道事業会計は、丹波市水道ビジョンに基づき、上水道事業及び簡易水道事業等の事業統合を行い、市内の水道事業は、

平成22年度より山南上水道、中央上水道、市島上水道の３事業１会計で運営しており、今後、丹波市上水道事業の一本化に

向け、コンプライアンスに基づいた部内の体制強化を図っていきます。 

平成25年度も、「①安全な水道水の安定供給」「②利用者の水道事業に対する理解を深める取組」「③財政基盤強化と健

全な財政運営」を三つの柱として施策を展開します。 

水道部 

 

 

「こころ豊かでたくましい人づくり」 
児童生徒一人ひとりの学力向上を図る取組をさらに充実させ、確かな学力の定着と、生涯にわたって学び続けていこうと

する意欲をはぐくみます。また、質の高い教育を提供するため、引き続き教育環境の整備・充実に努めるとともに、規範意

識や倫理観、正義感、人権感覚など豊かな人間性や社会性を培う教育を推進します。 

教育委員会の詳細な事業については、ホームページに「平成25年度丹波市の教育～アクションプラン」として掲載してい

ます。 

教育部 

 

 

「様々な産業が育つ賑わいと活力みなぎるまちをめざして」 
 農業振興では、丹波ブランドとしての特産物の振興、新たな担い手の育成確保、6次産業化の推進、農業生産基盤の整備

などにより、持続可能な活力ある農業をめざした支援を行います。また、有害鳥獣（鹿）の捕獲から有効活用に向けた体制

整備を進めます。 

 林業振興では、森林所有者の林業への関心を呼び戻し、森林施業の集約化や作業路網の整備などに支援をし、森林の多面

的機能を高めるとともに、健全な森づくりに努めます。また、低炭素社会の実現に向けて、木材の利用拡大を図るための木

質バイオマスチップ供給施設の整備を支援します。 

 商工業・観光振興では、中小企業者への融資枠の拡大支援、プレミアム商品券の発行や地域資源の活用などにより、地域

経済の循環を誘引し、あわせて、新たな雇用を創出するための企業誘致を強力に推し進めます。また、地域資源である紅葉

山々やまち歩きに合わせ、丹波の栗や小豆、そして豊富な食材、更には恐竜化石の魅力を発信し、誘客活動やＰＲに努めま

す。 

産業経済部 
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【予算額】 600万円 ／ 【財 源】市負担 600万円 

特定不妊治療費助成                                       健康部 健康課 82-4567 

・兵庫県特定不妊治療費助成を受けられた方に、上乗せ助成を行います。 

・対象者 ：兵庫県特定不妊治療費助成を受けられた方 

・内 容 ：治療 1 回あたり 10 万円を上限に助成します。但し、初年度３回まで、２年

度以降は１年度２回まで、通算５ヵ年度、10 回を上限とします。 

子育て世代の経済的負担の軽減を図るため、乳幼児等医療費の助成を行います。（所得制限あり） 

平成 25 年７月１日からは、通院についても無料化を実施します。 

 

◆平成 25 年７月１から【通院】【入院】 

  対象者 · · · · · · · · · · · ·  ０歳児から小学校３年生 

 助成額 · · · · · · · · · · · ·  保険適用の医療費にかかる自己負担額全額 

  本人負担額 · · · · · · · ·  無料 

【予算額】１億7,770万円（3,922万円↑） ／【財 源】市負担 １億1,686万円 

乳幼児等医療費助成事業                   健康部 国保・医療課 82-6690 
拡 充 

人口が減っても元気・活力を失わず、若者が夢を持ち、女性や高齢者が生き生きと活躍できる魅力ある丹波

市を目指すため、若手職員を活用したプロジェクトチームを編成します。 

 子育て支援策は勿論のこと、住まい環境や職場の確保などの様々な施策が関連することから、部局を横断し

た施策が必要であり、全庁体制で取り組みます。 

 また、いま取り組んでいる施策を分析・整理した上で、平成27年度にスタートする２次総合計画の検討内容

も踏まえ、若者の柔軟な発想力を活用して「若者に魅力ある丹波市」の実現を可能にする施策を検討します。 

 

人口減少・少子化対策プロジェクトチームの編成     企画総務部 総合政策課 82-0916 

子育て世代の経済的負担の軽減を図るため、こども医療費の助成を行います。（所得制限あり） 

平成 25 年７月１日からは、通院についても助成対象を中学校３年生まで拡充し、無料化を実施します。 

 

◆平成 25 年７月１日から【通院】【入院】 

  対象者 · · · · · · · · · · · ·  小学校４年生から中学校３年生 

  助成額 · · · · · · · · · · · ·  保険適用の医療費にかかる自己負担額全額 

  本人負担額 · · · · · · · ·  無料 

【予算額】 4,789万円（2,198万円↑） ／【財 源】市負担 4,103万円  

こども医療費助成事業                    健康部 国保・医療課 82-6690 
拡 充 

【予算額】 83万円（82万円↑） ／【財 源】市負担 16万円 受益者負担 18万円 

地域支え合い体制づくり事業（介護保険特別会計）      福祉部 介護保険課 74-0368 

 

高齢者等の徘徊などによる事故を未然に防止するためのシステムの強化、また一人暮らし高齢者等の生活の

変化に気づき、宅配事業者などの通報により早期に異常を発見するシステムづくりなど地域における見守り支

援の体制づくりに取り組みます。 

拡 充 
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【予算額】 2,000万円 ／ 【財 源】市負担 670万円 

通学路の安全対策工事                                   建設部 管理課 74-2653 

昨年度実施した通学路緊急合同点検結果によりガードレール、外側線、

歩行者溜りなどの市道の交通安全施設工事を実施し、児童の安全確保に努

めます。 

・都市住民による田舎暮らしへの関心が高まるなか、田舎暮らし体験や就農・就労・地域活動に関するワンス

トップによる相談体制を（財）兵庫丹波の森協会へ委託します。地域情報の収集・発信や地理等の基本的な

情報提供から現地案内及び地元住民や田舎暮らし関係者の紹介などを行い、人と人とのつながりによる移

住・定住を促進します。 

 

・丹波市へのＵ・Ｉターン者や関係団体選出者で構成されているふるさと丹波市定住促進会議において、若者

の定住や起業等の志を持った移住者を増やすため、様々なアイデアの提案及び事業の展開を図ります。定住

人口につながる交流人口を増やす手段の一つとして、関西大学との連携協定に基づく、「関わり続ける定住

のカタチ」を実践します。  

 

・丹波市へＵ・Ｉターンをされる方や新たに２世帯同居をされる方の 

住宅新築・新規購入・改修費用の一部を助成し、人口減少の抑制を図ります。 

 

●定住促進活動委託料 546 万円 

丹（まごころ）の里田舎暮らしワンストップ相談業務委託料 273 万円 

●いきいき定住促進住宅補助金   1,000 万円 

【予算額】 1,852万円（67万円↑） ／【財 源】市負担 1,852万円 

定住化促進対策事業                                   まちづくり部 地域協働課 82-2272 
拡 充 

 

 平成24年度に実施した空き家の実態調査を踏まえ、全国的に増加傾向にある「空き家」に対する防犯対策な

ど、条例の制定を含めて総合的に対策を検討します。 

 また、空き家の有効活用を図るための施策について検討します。 

空き家対策の推進                   企画総務部 総合政策課 82-0916 

 県立柏原看護専門学校を平成27年4月1日から丹波市へ円滑に移管するため、関係機関と連携調整を図りなが

ら関係条例、学則等の整備を行います。 

 また、学生の確保に向けて支援策のあり方についても検討を始めます。 

県立柏原看護学校移管準備                健康部 地域医療課 82-4567 

【予算額】 1,500万円 ／ 【財 源】市負担 730万円 

橋りょう長寿命化事業                                   建設部 管理課 74-2653 

道路交通の安全性を確保するうえで、これまでの事後保全的な対応から計画的かつ予防的な対応に転換し、

橋りょうの長寿命化によるコスト縮減を図るため策定した橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、計画的な橋り

ょうの修繕に着手します。 

 

【予算額】 ４億4,323万円（４億1,698万円↑） ／【財 源】市負担 2,093万円／借金 ４億2,230万円 

防災行政無線整備事業                       生活環境部 防災対策室 82-0250 

国の電波法関係審査基準の改正に伴い、設備を更新する際にはデジタル化にすることが義務付けられてお

り、市では平成23年度に防災行政無線の整備基本計画、平成24年度に実施設計を策定しました。 

平成25年度は、こうした計画に基づき、青垣、山南地域の設備更新に着手します。 

 

工事請負費  ４億3,723万円      設計監理委託料  600万円 

拡 充 
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 「森林の多面的機能を持続的なものとするため、地域とともに考え、地域の特性を活かした安全で活力ある

水源の森林づくりを進める」ことを基本理念とし、「災害に強い水源の森林」、「持続的な森林経営を目指す森

林」、「協働で育てる森林」づくりを目指します。 

 補助金交付事業では、地域内の未利用材木質資源を再生可能エネルギーや製品の原料として、循環型で、効

率的に活用するための拠点となる「木質バイオマス供給施設」の整備に対して支援します。また、路網整備（林

道、作業道）に要する経費及び、高性能機械導入経費に対する支援等を推進します。 

 さらに、私有林や区有林等の森林所有者に対し、森林経営計画の策定や森林整備事業サービスの提供ができ

るための調査、研究やシステム開発等に取り組みます。 

 

 木質バイオマス利活用施設整備補助金 １億500万円   

路網整備促進補助          2,100万円 

高性能林業機械整備事業補助金     780万円  

森林経営計画集約化推進事業補助金    100万円 

森林管理サービス事業委託料      1,147万円 

森林資源の活用事業                                       産業経済部 農林整備課 74-1707 

【予算額】 ２億6,430万円（１億7,505万円↑） ／【財 源】市負担 １億5,715万円 

拡 充 

農林業に多大な被害をもたらすシカを、市内では年間約2,000頭を駆除し、大半は山に埋却されています。

シカを丹波市の地域資源と捉え、一般的な食材（鹿肉）や加工品として有効活用することで、需要の拡大を図

り、商業振興と誘客に繋げます。 

 

①捕獲したシカの受入れを１箇所に集中させ、分別・解

体する収集分別処理施設を設置するとともに、シカを

施設に多く持ち込んでもらうための支援を行います。 

②鹿肉の小売価格を抑制するための奨励金を取扱店に

交付し、鹿肉の消費拡大を図ります。 

③「鹿肉活用」を丹波市にしかないオリジナル性のある

「自然」「環境」「食材」「健康」「産業」などの視点か

らより深め、実態紹介やレシピなど、その魅力や活用

等について情報発信します。  

 

シカの有効活用処理施設補助金 2,600万円 シカの有効活用支援事業補助金 650万円 

鹿肉消費拡大奨励金 500万円 丹波鹿肉ＰＲ活用事業委託料 550万円 

シカの有効活用に係る事業 産業経済部 農業振興課  74-1465 

 産業経済部 新産業創造課 74-1464 

 産業経済部 観光振興課  74-1149 

【予算額】 4,300万円 ／【財 源】市負担 3,000万円 

 

 現在、公式運用している丹波市フェイスブック「ええなぁ！丹波市」を一層活用して、丹波市のイベント、

話題、身近な情報を発信することにより、市民と行政の双方向のコミュニケーションを促進するとともに市内

外を問わず丹波市への関心、興味を誘引し多くの丹波ファンを獲得します。 

 また、市民目線での情報発信強化や地域の魅力情報の共有化を図るため、市民・市内学生をリポーターとし

て募集し、取材した記事や写真を広報媒体に掲載します。 

 「広報たんば」では、市民の笑顔を大切に、地域に密着した情報掲載に工夫を凝らし、より親しまれる紙面、

読みやすい紙面づくりに取り組み、幅広い世代のみなさんに読んでもらえる広報紙を目指します。 

 

市民リポーター事業   10 万円 

丹波市の魅力情報の発信                        企画総務部 総合政策課 82-0916 

【予算額】 10万円 ／【財 源】市負担 10万円 
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農業参入に意欲のある事業者を地域農業の新たな担い手と位置付け、農地の維持保全による環境整備や企業

で培われた経営感覚や販路を活用して、即戦的かつ経営力の高い農業の活性化を展開していきます。 

 

【企業等農業参入支援事業補助】 

市内に企業等の農業参入を推進することにより、新たな担い手の確保や農地の有効

活用、地域雇用の創出を図ります。 

 

【６次産業活性化推進事業補助】 

農業者等が企業化あるいは企業と連携し、生産から加工、販売及び人材育成までを

一括して運営を行い、経営感覚を養い、地域の中心的な経営体として発展するための

支援を行います。 

 

 企業等農業参入支援事業補助金  900万円  ６次産業活性化推進事業補助金  320万円 

新たな担い手農業者の支援事業                産業経済部 農業振興課 74-1465 

 
【予算額】 1,220万円 ／【財 源】市負担 1,220万円 

丹波市の知名度アップや観光客の誘致拡大を図るため、マスメディアを活用した事業を３年間展開し

てきました。これらにより、特にもみじ巡りを基盤には、観光客の流れが生まれてきております。 

 平成25年度においては情報発信だけでなく、再び訪れたい｢丹波市」となるようリピーター化への仕掛

けをしていきます。そのためには、各観光地となろうとする地元の努力や相互協力も必要となっていま

す。旅行社、情報会社などにも協力いただき元気な観光情報が発信できる組織や店舗連携づくりを支援

していきます。それにより、意欲ある若者たちが互いに連携を深め、地域のより磨いた新しい視点から

観光名所や特産、歴史文化について焦点化して充実した情報やサービスが提供でき、観光客との交流か

ら活性するよう努めます。 

 

観光戦略サポート事業委託料  500万円 

 

観光戦略サポート事業（観光振興事業）                 産業経済部 観光振興課 74-1149 

【予算額】 500万円 ／【財 源】市負担 500万円 

 

【予算額】 425万円 ／【財 源】市負担 213万円 

丹（まごころ）ワークサポートたんばの設置        産業経済部 新産業創造課 74-1464 

市民の雇用や就業をサポートしていくには地域の行政機関の相互連携が重要かつ効果的であるため、ハロー

ワークの職業相談・職業紹介と市が行う就労支援事業を市役所内（春日庁舎４階）においてワンストップで実

施します。 

 一般の求職者、障害者、生活保護受給者などの相談に応じるほか、就労に係る心理カウンセリングや労働生

活相談にも応じる予定です。 

「地域農業の担い手」となる認定農業者の、より一層の計画的な経営改善を図るため、農業経営に精通して

いる専門家による診断、助言、指導を行います。 

認定農業者経営コンサルタント委託事業            産業経済部 農業振興課 74-1465 

 
【予算額】 265万円 ／【財 源】市負担 265万円 

雇用奨励補助事業                            産業経済部 新産業創造課 74-1464 

【予算額】 1,600万円（250万円↑） ／【財 源】市負担 1,600万円 

  高校卒業就職希望者で市内就職希望者の約 10％が、希望する職種がないため、市外で就職している状況に

あります。若者を市内に定着させるためには、雇用機会の創出を図ることが重要となっています。そこで、市

内に工場等を新設した企業が、市内在住の方を新たに正社員として３人以上雇用した場合に１人当たり 50 万

円を、増設した企業では１人以上雇用した場合に１人当たり 50 万円を補助します。 

拡充 
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丹波竜の里づくり計画に基づき、社会資本総合整備事業に取り組みます。 

 遊歩道やふれあい広場の整備事業等に着手し、発見現場周辺整備に取り組むとともに、総務省登録の外部専

門家を招へいし誘客につながるプログラム等を検討します。 

 また、レプリカ等展示の拡充や、篠山層群復元画プロジェクトを昨年から継続して取り組む等、丹波竜化石

工房の魅力を創るとともに、世界的にも希少な丹波竜をはじめとする化石等の価値や意義、発見地の地層や景

観等「誇れる地域資源」を全国に発信します。 

 

●社会資本整備事業  １億 190 万円 

 （工事請負費、設計監理費等） 

丹波竜化石工房特別展示・企画展委託料 840 万円 

●復元画制作委託料   490 万円 

 丹波竜復元動画制作委託料 300 万円 

 丹波竜化石工房（屋外）壁面モニュメント設置事業 500 万円 

 外部専門家派遣事業 560 万円 

 大手書店ブックカバー広告事業 152 万円 

 

 

丹波竜活用事業                  産業経済部 恐竜を活かしたまちづくり課 77-1887 

【予算額】 １億5,314万円（6,978万円↑）／【財 源】市負担 5,402万円／借金 5,810万円 受益者負担 32万円 

拡 充 

 

【予算額】 622万円 ／【財 源】市負担 622万円 

生涯学習基本計画策定               まちづくり部 生涯学習センター 82-0409 

市民には、豊かな人間性を育み、生活の充実や技能の向上などを図るとともに、市政やまちづくりに参画す

るための知識や考え方を学ぶため、生涯を通じてさまざまな学習をする権利があります。 

将来にわたりこれを保障するため、生涯学習の基礎となる「生涯学習基本計画」を策定します。 

この計画の策定には、幅広い市民の意見を反映させるため、生涯学習基本計画審議会を設置します。委員には、

幅広い市民からの多様な意見を反映させるため公募委員を募集し、計画の基礎資料となる市民アンケート調査

を実施します。 

【予算額】 600万円 ／【財 源】市負担 600万円 

丹波市を全国発信・特別イベント事業    企画総務部 総合政策課 82-0916 

まちづくり部 生涯学習センター 82-0409 

産業経済部 新産業創造課 74-1464 

産業経済部 観光振興課 74-1149 

産業経済部 恐竜を活かしたまちづくり課 77-1887 

丹波市を全国に発信するイベント事業に取り組みます。 

ＮＨＫの協力により、「ＮＨＫのど自慢大会」を９月15日に青垣住民センター体育館で開催することとなり

ました。市では、市民参加型イベント事業として、また市内外の来客者や全国の視聴者に向けて、フェイスブ

ックなどの更なる活用により、丹波市の魅力を積極的に発信します。 
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【予算額】 1,770万円（101万円↓） ／【財 源】市負担 1,745万円  

地域スポーツ振興事業                     まちづくり部 生涯学習センター 82-0409 

 平成24年度は、３千人以上の市民が参加して『夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会』を開催しました。 

 今年度は、『いつでも、だれでも、いつまでも』スポーツに親しめるように、手軽で誰もが知っているラジ

オ体操を推進することとし、ラジオ体操指導者講習会及び小学校区単位での巡回指導会を開催します。 

 

10月の最終日曜日を「丹波市スポーツの日」と定め、平成24年度より市民体験型スポーツイベントを開催し、

その啓発と普及、スポーツ実施率の向上による健康増進に努めます。 

 

丹波市体育協会へのアスリート育成特別支援補助金 

補助目的：子供たちに夢を与えながらアスリートの育成を行い、併せて少年少女スポーツ指導者の育成支援 

を行うことを目的に平成25年度～27年度までの３カ年間丹波市体育協会へアスリート育成特別 

支援を行います。 

対象事業：少年少女スポーツ団体を対象にプロスポーツ選手等を招いた実技指導講習会・指導者講習会 

     少年少女スポーツ指導者の資格取得費用の一部助成 

 

●ラジオ体操指導者講習会・巡回指導関係経費  26万円    

●スポーツの日関係経費            24万円 

アスリート育成特別支援補助金        70万円 

【予算額】 65万円（45万円↑） ／【財 源】市負担 65万円 

学び応援プロジェクト事業                    教育部 学校教育課 70-0811 

 自ら学ぶ意欲や学習に関する関心・意欲・態度をはぐくむため「学び応援プロジェクト事業」として、以下

の４つの事業を推進します。「ちーたん学習検定」とスキルタイムを連携し、学習意欲の一層の向上を図ると

ともに「たんばe-スタ教室」を自学自習の教材として積極的に活用するよう子どもたちを支援します。また、

丹波竜を題材とした体験学習を実施し、ワークシートや学習成果を表わすリーフレットを作成します。改訂版

「家庭学習のチカラ」を作成し、家庭との連携を図るとともに、家庭学習の習慣化をめざします。 

 

丹波竜大好きプログラム  20万円    家庭学習のチカラ  15万円    

ちーたん学習検定     30万円 

拡 充 

【予算額】 406万円（32万円↑） ／【財 源】市負担 406万円 

市民総ぐるみの「丹（まごころ）の里ありがとうプロジェクト」の推進  
まちづくり部 生涯学習センター 82-0409 

 「ありがとう」運動を通して、心豊かで感謝の心に満ちた、あたたかい丹波市を創造することを目指します。 

この事業は、「感謝の気持ちを共有する」、「共有することで自らの行動が変わる」、「個人が変わることで地域(ま

ち)が変わる」という連鎖的な効果が生まれることをめざしています。運動の一つとして、人のこころに温も

りと潤いをもたらす「ありがとうメッセージ」を全国から公募し、入選作品は冊子・パンフレットにして公共

施設、病院、観光協会等へ配布します。 

拡 充 
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太陽エネルギー利用促進と併せて地域経済活性効果が得られるよう、太陽エネルギー設備導入の一部を補助

します。 

また、太陽エネルギーに続く自然エネルギー等への導入意欲やその可能性について、市民や施工業者等に対

して調査を行い、効率的な補助制度のあり方等を検討します。 

 

太陽光発電システム導入に対する補助 960万円 

 太陽光発電システムを導入した個人・事業所に対し、kW当り３万円、上限12万円、 

自治公民館等に対し、kW当り３万円、上限24万円を助成します。 

 

●太陽熱利用システム導入に対する補助 60万円 

 太陽熱温水器の導入に対し、自然循環式３万円、強制循環式６万円を助成します。 

 

自然エネルギー等に係る活用調査業務 75万円 

【予算額】 1,095万円（555万円↑） ／【財 源】市負担 615万円 

新・省エネルギーの普及事業              生活環境部 環境政策課 82-1290 

 

 

拡 充 

エコツーリズム実証事業                    生活環境部 環境政策課 82-1290 

【予算額】 105万円 ／【財 源】市負担 105万円 

 丹波市では、環境悪化の回復・防止という保全事例はありませんが、逆に、「過疎」による森林、農地の維

持管理などの社会的環境問題が低密度・広範囲で発生しています。このことは、今後、環境をいかした経済・

暮らし（「環境の活用」）など地域の活性化、再生を進めないと、逆に環境が守れない状態に陥る危惧があり

ます。 

 そこで、農地、森林などの環境資源をフィールドに置き、人口減少社会における「新たな地域再生」のツー

ルとして、環境保全や環境への貢献を考慮した体験型観光（エコツーリズム）のあり方を実証します。 

【予算額】 ６億2,739万円（6,367万円↑） ／【財 源】市負担 2,401万円／借金 ４億190万円 

  新しいごみ処理施設で一体的にごみ処理を行うことにより、廃棄物の適正な中間処理とコスト縮減を図りつ

つ、安全・安心な市民生活の確保と資源循環型社会の構築をめざします。 

 平成 25 年度は（仮称）丹波市クリーンセンター本体の建設工事に着工します。 

一般廃棄物処理施設建設事業                 生活環境部 環境整備課 82-1292 
拡充 

【予算額】 4,995万円（3,620万円↑） ／【財 源】市負担 4,995万円 

防犯推進事業                          生活環境部 生活安全課 82-1532 

防犯灯の設置、防犯協会の活動支援などを行い、犯罪の起こりにくい地域の形成を目指します。 

また、防犯灯の適正な管理と、省電力・長寿命化を図るため、平成25年度から既設防犯灯のＬＥＤ化に対す

る補助を実施します。 

 

ＬＥＤ防犯灯取替事業補助金 3,000万円  ●工事請負費 880万円  ●防犯協会活動助成金 366万円 

拡充 
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時代の要請に即した行政を推進していくために、資源としての“ひと(組織・職員)”の力が最大限に発揮で

きるよう、人材育成を狭い意味での研修にとどめることなく、自己啓発（自学）、職場研修、職場外研修はも

ちろん、職場の環境、仕事の管理・運営、人事管理までをも含めて、めざす職員像の実現に取り組みます。  

 さらに、職員不祥事の再発防止にむけ、ＯＪＴでの倫理研修の徹底や、平成 24 年度に制定した「丹波市職

員憲章」の定期的な唱和など、全職員が一丸となって倫理意識の向上に取り組みます。 

信頼される職員をめざして                        企画総務部 職員課 82-0722 

 

 未曾有の災害をもたらした東日本大震災における被害状況を教訓に、国が戸籍の正本

と副本の同時滅失を防止するための対策として、戸籍副本管理サーバを遠隔地にある管

理センター（北海道の予定）に設置することに伴い、市においても戸籍副本データ管理

システムを整備し、国の管理センターとの連携を図るものです。 

戸籍副本データ管理システム（戸籍住民基本台帳事業）   生活環境部 市民課 82-2002 

【予算額】 561万円 ／【財 源】市負担 561万円 

 

 

より効率的、機能的な行政組織の再編に向けて        企画総務部 総務課 82-1002 

（上下水道組織の統合準備）  建設部 下水道課 74-0224 

下水道事業における経理の明確化を図るため、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排

水事業、コミュニティ・プラント事業の４事業について、平成 26 年度から地方公営企業法を適用（一部適用）

した会計方式に移行するとともに、「丹波市組織機構再編方針」や「丹波市庁舎等整理統合基本計画」に基づ

き、上下水道組織の統合に向けた準備を進めます。 

 

丹波市誕生10周年へ向けた準備        企画総務部 総合政策課 82-0916 

 丹波市では、ふるさとに対する愛着や誇り、市民同士の連帯感を一層高めるとともに、市民が健康で活力あ

るまちづくりに向け、様々な取り組みを行ってきました。 

平成26年度には、丹波市誕生10周年という大きな節目を迎えることから、その準備に取り組みます。 

多くの市民に親しみと愛着が感じられる市民の身近な「市誌」編さんの準備を進めるほか、市民の一体性や

まちに対する愛着や誇りを醸成し、まちづくりへの参加意欲を喚起するという大きな意義を持つ「丹波市市民

憲章」の制定に向け、市民が主体となった委員会を設置して検討します。 

 

10周年記念事業調査  10万円    市民憲章検討委員会  41万円 

【予算額】 51万円 ／【財 源】市負担 51万円 
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大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の「三本の矢」を

一体かつ強力に実行し、「経済再生」、「復興」、「危機管理」を実現するための補正予算

が国で決定されました。 

国の補正予算を活用した事業は、平成 25 年度予算と一体的な予算編成を行い、平成

24 年度補正予算に総額８億 1,344 万円を追加計上し、事業の実施は、繰越事業として

平成 25 年度に行います。 

※一部の事業は平成 24 年度に行います。（平成 24 年度執行額 1,171 万円） 

 地方自治体が実施する老朽化対策や事前防災・減災対策を支援する「防災・安全交付金」を活用し、通学路

緊急合同点検の結果を踏まえ、道路の歩行空間の確保や防護柵の設置などの交通安全対策工事を実施し、児童

の安全確保に努めます。 

 また、老朽化が著しい幹線道路等の舗装の状態を調査し、既存の道路を維持管理していくための事業を行い

ます。 

 

 ●道路維持修繕事業  1,000 万円     ●道路舗装事業  3,100 万円 

道路維持管理事業（国の補正予算分）               建設部 管理課 74-2653 

【予算額】 4,100万円 ／【財 源】市負担 ５万円／借金 1,840万円 

地方自治体が実施する通学路の安全対策等を支援する「防災・安全交付金」を活用し、地域間の交流・連携

の強化を目指した丹波市道路整備計画に基づく継続路線の完了を図ると共に、通学路の安全対策として歩道の

リニューアル化工事を実施します。 

 

●国庫交付金等道路整備事業  7,000 万円  ●交通安全施設等整備事業   5,000 万円 

道路新設改良事業（国の補正予算分）               建設部 建設課 74-2550 

【予算額】１億2,000万円 ／【財 源】市負担 ０円／借金 5,400万円 

 学校施設がより安全で安心して利用できるよう、老朽化対策や非構造部材の耐震化、バリアフリー化に取り

組むとともに防災拠点としての機能強化を進めていきます。 

 

・中央小学校屋内運動場大規模改造事業 【老朽化対策・非構造部材耐震化対策】 

・春日中学校武道場大規模改造事業   【老朽化対策・防災機能強化】 

・東小学校、船城小学校、和田中学校エレベーター設置事業【バリアフリー対策】  

学校施設整備事業（国の補正予算分）             建設部 施設建築課 88-5025 

【予算額】 3億1,325万円 ／【財 源】市負担 120万円／借金 ２億6,370万円 
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安心・安全な水道水の安定供給をめざして、「丹波市水道ビジョン」に基づき中央上水道（氷上、春日地域）

の水道施設統合整備に向けた水源改造、配水池の新設及び送配水管の布設工事を実施します。 

 

水道施設統合整備事業（国の補正予算分）             水道部 工務課 72-0605 

【予算額】１億7,000万円 ／【財 源】借金１億2,740万円（一般会計6,370万円 水道事業会計6,370万円） 

地震による被災の影響が大きい農業水利施設の耐震性を点検調査し、耐震性を有していない農業水利施設の

整備を実施することにより災害の未然防止を図ります。（平成 24 年度執行額 900 万円） 

震災対策農業水利施設整備事業（国の補正予算分）     産業経済部 農林整備課 74-1707 

 
【予算額】 2,566万円 ／【財 源】市負担 50万円／借金 900万円 

 農業生産基盤の整備等を行い、効率的かつ安定的な農業経営の確立を目指します。 

 

・県営経営体育成基盤整備事業（平成 24 年度執行額 91 万円） 

農業生産基盤や生活環境基盤の整備を一体的に行い、育成目標とする「担い手」を支援し、効率的かつ安

定的な農業経営の確立を目指します。 

 

・特定農業用管水路等特別対策事業（平成 24 年度執行額 180 万円） 

施設の老朽化により石綿を含有する製品に破損が生じ、将来的に農業者等の健康を害するおそれが懸念さ

れることから、必要な対策を講ずることで石綿に起因する影響を未然に防止し、農業経営の安定に努めます。 

 

・中山間地域総合整備事業 

農業の生産条件等が不利な地域の実情を踏まえ、中山間地域の活性化に意欲のある地域を対象に、それぞ

れの地域の立地条件に沿った農業生産基盤の整備と併せて農村生活環境基盤等の整備を総合的に行います。 

 

・農村総合整備事業 

農業生産基盤の整備と併せて農山漁村の生活環境を総合的に整備し、個性的で魅力ある村づくりを推進し

ます。 

 

・地域農業水利施設整備事業 

団体営土地改良事業等により造成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し、

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や予防的な保全対策、又は事後的な保全対策を適切に組み合わせて行います。 

 

土地改良事業（国の補正予算分）             産業経済部 農林整備課 74-1707 

【予算額】8,483万円／【財源】市負担 493万円／借金 950万円 受益者負担 1,878万円 

 農業集落汚水処理施設において経年劣化により老朽化した機器の交換、防食工事を実施し、施設の適正な維

持管理を図ります。 

 

農業集落排水事業（国の補正予算分）              建設部 下水道課 74-0224 

【予算額】 5,870万円 ／【財 源】市負担 1,430万円／借金2,440 万円 
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１ 地域が連携して支える健康・福祉のまちづくり 

地域医療対策事業                           健康部 地域医療課 82-4567 

【予算額】 ２億1,302万円（4,220万円↓） ／【財 源】市負担 ２億1,302万円  

地域医療を取り巻く環境は全国的にも厳しい状況が続いており、丹波市でも医療関係者や行政機関だけでな

く市民も加わって、診療機能の維持回復に努力しているところです。 

丹波市域の地域医療の現状を踏まえ、今後の医療提供体制を検討する「丹波市域の医療提供体制のあり方に

関する検討会」において県立柏原病院と柏原赤十字病院を統合することが望ましいという方向が示されまし

た。 

今後は、市内での医療提供体制の確保と救急医療の充実のために、県立柏原病院との連携や柏原赤十字病院

への支援のほか、地域医療を守るための各種事業を実施しながら、両病院の統合に向けた議論に主体的に関わ

っていきます。 

また、平成27年に県から移管を受ける県立柏原看護専門学校が円滑に運営できるよう準備を進めます。 

 

●地域医療循環型人材育成事業     6,300万円  ●医療健康ダイヤル        140万円 

●柏原赤十字病院運営補助       7,000万円  ●救急医療体制確保充実補助金   1,700万円 

●地域小児科医療確保対策事業      768万円  ●医師研究資金貸付事業     2,000万円 

●平日夜間一次救急運営事業補助    1,135万円 

【予算額】 188万円（15万円↓） ／【財 源】市負担 92万円 受益者負担 ６万円 

健康たんば21事業                          健康部 健康課 82-4567 

・健康たんば21計画をより一層、市民に普及・啓発するため、「ぐっすりすやすや」

を合言葉にライフステージに合わせた保健事業を展開し、健康寿命の延伸をめざ

します。 

・うつ病や自殺対策として、自分自身のこころの健康を保持増進するための啓発や

専門機関につなぐ方法などを身につけるゲートキーパーの養成を行います。 

226.3 億円（構成比 38.9％） 

 

１ 

・高齢者肺炎球菌ワクチン助成 

  肺炎球菌による肺炎などの感染症を予防し重症化を防ぐため、当該年度中

に70歳になる方に対し、一部助成を行います。 

  後期高齢者医療被保険者で内部機能障害（身体障害者手帳１～４級を有す

る方等）に対し、一部助成を行います。 

 

・生ポリオワクチンから不活性化ポリオワクチンへ切り替わり、四種混合ワク 

チンが追加されました。 

【予算額】 ２億3,924万円（2,108万円↑） ／【財 源】市負担 ２億3,757万円 

感染症予防事業                     健康部 健康課      82-4567 

 健康部 国保・医療課  82-6690 

拡 充 
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１ 地域が連携して支える健康・福祉のまちづくり 

【予算額】 2,725万円（145万円↓） ／【財 源】市負担 538万円 受益者負担 572万円 

  在宅で生活されている介護度の重い高齢者で、常時おむつを必要とされる方に、紙おむつ等の介護用品を自

宅まで配送します。 

介護用品給付事業（介護保険特別会計）               福祉部 介護保険課 74-0368 

  

高齢者外出支援事業                      福祉部 介護保険課 74-0368 

【予算額】 1,799万円（377万円↓） ／【財 源】市負担 1,799万円  

高齢者の外出機会の拡大と閉じこもり、心身機能の低下等を予防するため、福祉タクシー券（バスカード） 

を交付して月１回程度の外出支援を行います。 

【対象者要件】 

(1)70歳以上の方 

(2)普通自動車運転免許証を所持されていない方(運転できない方) 

(3)特別養護老人ホーム等施設入所、または医療機関に入院されていない方 

(4)市民税非課税世帯、または課税世帯に属されていても対象者本人が市民税非課税 

であって課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 

(5)おでかけサポート事業に登録されていない方 

市民が住み慣れた地域で、元気に活き活きとした生活を送れるよ

う、健康づくりと生活習慣病の予防、早期発見、早期治療を推進し、

健康寿命の延伸をめざします。 

40歳～74歳までの方が市内の指定医療機関でがんの予防、早期発

見ができるように導入した、肺がん、胃がん、大腸がんの３項目セ

ットで受診できる「がんセット検診」の推進や、大腸がんの節目年

齢の無料検診を行います。  

 

【予算額】 8,291万円（181万円↓） ／【財 源】市負担 7,143万円 受益者負担 675万円 

がん検診等推進事業                          健康部 健康課 82-4567 

【予算額】 80万円 ／ 【財 源】市負担 30万円 

未熟児養育医療事業                                      健康部 健康課 82-4567 

【平成 25 年度から県より事務移譲される事業】 

・身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児に対して、入院医療費の自己負担分を助成します。 

対 象 者 ：医師が指定養育医療機関において入院養育を必要と認めた０歳児 

給付対象 ：入院医療費のうち、保険適用後の自己負担金及び入院時食事療養費の自己負担額 
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１ 地域が連携して支える健康・福祉のまちづくり 

【予算額】 319万円（18万円↑） ／【財 源】市負担 319万円 

人工透析治療通院費助成事業                  福祉部 生活支援課 74-0222 

 じん臓機能の障害により人工透析療法を受けている方の経済的負担の軽減

を図るため、透析治療を受けるための医療機関への通院交通費の一部を助成し

ます。 

 

【予算額】 347万円（111万円↑）／【財 源】市負担 347万円  

障害者就労支援事業                       福祉部 生活支援課 74-0222 

春日庁舎市民ふれあいホール内に開設した「ちゃれんじスペ

ース」を運営し、福祉施設で働く障害者の工賃引き上げと一般

就労を目指します。 

 また、市役所内の軽作業（封入・仕分け作業等）を発注し、

安定した作業の確保と工賃引き上げをめざします。 

拡充 

高齢者住宅改修助成事業                     福祉部 介護保険課 74-1049 

【予算額】 580万円（310万円↓） ／【財 源】市負担 580万円  

 日本家屋特有の段差に苦労されている高齢者の方が安心して自宅での生活が送れるよう、段差解消や手すり

の設置等住宅改修について助成金を給付します。 

 

【対象者要件】 

①高齢者（65歳以上）のいる世帯で、市内業者を利用し、住宅改修を行う世帯 

②人生80年いきいき住宅助成事業の非該当になられた世帯 

  ※納付すべき市税等を納めていること 

【対象事業】 

 浴室、洗面所、トイレ、玄関、廊下・階段、居室、台所等の改修 

【助成額】 

 改修費用（対象工事限度額100万円）の20%または20万円のうち低い額 
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１ 地域が連携して支える健康・福祉のまちづくり 

母子家庭自立支援事業                        福祉部 社会福祉課 74-1130 

【予算額】 476万円（350万円↓） ／【財 源】市負担 119万円 

 ひとり親家庭の経済的自立を支援するため、職業能力の開発や資格取得を目指す母子家庭の母又は父子家庭

の父を支援します。 

  

◇厚生労働省の指定教育訓練講座や市の指定する講座を受講した場合に、その受講費用の一部を助成しま

す。 

 ◇養成機関で２年以上の課程を修業する場合に、給付金を支給します。 

 

●高等技能訓練促進費事業給付金  473万円   ●母子家庭自立支援教育訓練給付金  ３万円   

児童手当支給事業                          福祉部 社会福祉課 74-1130 

【予算額】 11億5,676万円（7,184万円↓） ／【財 源】市負担 １億7,733万円  

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的

として、児童（１５歳の誕生日後の最初の３月 31 日まで）を養育している方を対象に、児童手当を支給しま

す。 

◎児童手当の支給額 

  ①所得制限未満の方                            ②所得制限以上の方 

     ３歳未満 ・・・ 月額１万５千円       月額５千円 

     ３歳以上小学校修了前（第１子・第２子） ・・・ 月額１万円 

     ３歳以上小学校修了前（第３子以降） ・・・ 月額１万５千円 

     中学生 ・・・ 月額１万円 

 ※所得制限は、収入額 960 万円（夫婦・子ども２人世帯）を基準に、扶養親族等の人数により段階的に設定 

されています。 

 

【予算額】 588万円（10万円↓） ／【財 源】市負担 60万円 

後期高齢者医療健康診査事業                健康部 国保・医療課 82-6690 

◆後期高齢者医療被保険者の基本健康診査を実施します。 

  実施時期 · · · · · · ·  ５月～６月 

  助成額 · · · · · · · · ·  受診に要する費用全額 

  自己負担額 · · · · ·  無料 

 

◆後期高齢者医療被保険者の健康の保持及び生活習慣病などの予防・早期治療のため、

人間ドック・脳ドック受診費用の一部を助成します。 

【助成内容】人間ドック・脳ドック受診費用の助成 

  助成金額 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  受診費用の２分の１以内で25,000円限度。 

                  （人間ドック・脳ドックを同時受診の場合も上限25,000円）   

  ドックの受診医療機関 · · · · · ·  指定はありません。ご都合の良い医療機関で受診できます。 

  助成の方法 · · · · · · · · · · · · · · · ·  あらかじめ申請が必要です。 

                   年度内に1回のみ助成。 
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２ 明日を拓く豊かな心と創造力をはぐくむ教育文化のまちづくり 

【予算額】 14億3,855万円（4,633万円↓） ／【財 源】市負担 ５億6,894万円 受益者負担 ２億7,381万円 

 

保育所運営事業                        教育部 こども育成課 70-0820 

 入所児童の健やかな成長のために民間保育所（園）17園の運営費の支弁や公立保育所（園）３園の管理運営

を行います。 

保育料については、国の示す保育料基準額から、低所得者に対する軽減を厚くし、全体として保護者負担の

３割軽減（総額１億6,364万円、１人あたり月額7,929円）を継続します。 

 併せて、母子（父子）家庭、又は身体障害者手帳、療育手帳、精神保健手帳の所持世帯の軽減や、多子世帯

の軽減も継続します。  

 

●保育所総務費           665万円  ●公立保育所運営事業(公立３園)  ３億1,440万円 

●保育所運営費(民間17園)   11億1,750万円 

 70.5 億円（構成比 12.1％） 

２ 

【予算額】 ３億1,679万円（133万円↓） ／【財 源】市負担 ２億5,333万円 

幼児教育・保育推進事業                    教育部 こども育成課 70-0820 

民間保育所及び認定こども園の円滑な運営を確保するため、運営費補助等の支援や、０歳から５歳までのこ

ども達に、学びの連続性を踏まえた質の高い教育・保育を提供するために、研修会等の実施、補助金等の支出

を行います。 

 また、特別支援保育制度の拡充など、保護者の多様なニーズに対応した特別保育を支援します。 

 

特別支援保育事業補助金   4,680万円   ●延長保育促進事業補助金   7,972万円 

●一時保育促進事業補助金    765万円   ●病児・病後児保育事業補助金  730万円 

 

【予算額】 14億3,139万円（11億2,014万円↑） ／【財 源】市負担１億9,419万円／借金 ８億8,320万円 

幼・保一元化事業                       教育部 こども育成課 70-0820 

 子どもたちに生涯にわたって学ぶ力をつけさせることをめざし、

０歳から５歳までの発達段階を踏まえた幼児教育を充実するため、

保育と教育を一体的に提供する機能と子育て機能の充実を図るため

「認定こども園」の設置をさらに推進します。 

 将来的に市内12園のこども園をめざし、新たな認定こども園を開

設するため、施設建設用地の取得や実施設計を行います。 

拡 充 
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２ 明日を拓く豊かな心と創造力をはぐくむ教育文化のまちづくり 

  

 保護者の就労等により放課後に家庭での見守りが十分にできない児童や園児に対し、安全な生活環境を提供

するとともに、子どもたちの健全な育成を図り、保護者が安心して働き続けられるよう保育サービスの充実を

図ります。また、子育ての悩みや家庭内のさまざまな悩みに対し、適切なアドバイスができる相談体制の強化

に努めます。  

 平成25年度には、子ども・子育てに係る方策等を盛り込んだ支援事業計画の策定に向けて、子ども・子育て

に係るニーズ調査を実施します。 

 さらに、地域で子育てを支える仕組みを作るために、「みんなで子育て・親育ち活動補助金」を創設し、子

育て支援活動を行うグループ等に活動費の一部を助成します。 

 

●ファミリーサポート事業     416万円     

●預かり保育事業         4,557万円 

●児童館運営事業        1,882万円 

●アフタースクール事業   １億4,141万円 

●家庭児童相談事業 2,255万円 

子育て支援事業 474万円 

【予算額】 ２億3,725万円（2,491万円↑） ／【財 源】市負担 １億3,530万円 受益者負担 5,298万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども・子育て支援事業                   教育部 子育て支援課 70-0813 

 教育部 こども育成課 70-0820 

拡 充 

【予算額】 ５億9,052万円（3,609万円↑） ／【財 源】市負担 8,853万円／借金 ４億4,800万円 

 

学校施設整備事業                        建設部 施設建築課 88-5025 

 全ての耐震化を終えた学校施設は時代のニーズに対応した整備へと転換を図る必要があり、子供たちの学

習・生活の場としてより安全安心な施設環境を確保していくとともに、教育環境の質的向上、地域防災拠点と

しての機能強化を進めていきます。 

  

【老朽化対策】 

・小学校プール改修工事実施設計 

・小学校校舎大規模改造工事実施設計 

・小学校体育館大規模改造工事実施設計 

 

【防災機能強化対策】 

・氷上中学校に校庭貯留施設実施設計 

 

●小学校施設整備事業  ５億7,381万円     ●中学校施設整備事業  1,671万円 

【予算額】 9,011万円 ／【財 源】市負担 9,011万円 

教育情報化事業                                  教育部 学校教育課 70-0811 

校務支援システムを導入し、校務の情報化を図ることにより、児童生徒に対する正確な学習評価を行い、指

導や家庭との連携に活かします。小学校から中学校への進学等の際に、児童生徒の情報が途切れることなく連

携できるため、子ども一人一人に対して、きめ細かく、一貫した指導を行うことができます。 

 

校務支援システム導入経費  4,543 万円 
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２ 明日を拓く豊かな心と創造力をはぐくむ教育文化のまちづくり 

【予算額】 669万円（63万円↑） ／【財 源】市負担 369万円 

市民総がかりで推進する丹波の教育               教育部 学校教育課 70-0811 

 学校や家庭、地域社会がそれぞれの役割や教育機能を発揮しながら連携・協力し、信頼関係を深め、「市民

総がかりの教育」を一層推進するとともに、元気な丹波を創造します。 

 そのために、豊富な経験や知識を持った地域住民の教育力を活用し、児童生徒の長期休業中に家庭学習を支

援する「平成たんば塾」を小学校区ごとに実施するとともに、子どもたちの学びを学校、家庭や地域社会が連

携して考える「市民総がかりで進める丹波の教育フォーラム」を継続実施します。 

 

●平成たんば塾推進事業  130万円  ●市民総がかりで進める丹波の教育フォーラム  140万円 

●地域連携支援事業     25万円  ●トライやる・ウィーク推進事業        374万円 

【予算額】 137万円（－） ／【財 源】市負担 137万円 

連携型中高一貫教育高校バス通学費補助金                  教育部 教育総務課 70-0810 

連携型中高一貫教育高校を支援するため、バス通学をしている 

生徒に対し、定期代の一部を補助します。 

  

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

学校給食を提供するための取組を推進します。 

平成 25 年度から柏原・氷上学校給食センターにおいて、調理等業務の民間委託を開始します。 

また、平成 26 年度から山南地域の学校給食を柏原・氷上学校給食センターで調理・配送する予定です。 

これにより、柏原・氷上学校給食センターにおいて配送用コンテナの設置場所が不足することから、平成 25

年度は増築工事を行います。また山南地域各学校において、配送用コンテナ受入施設の整備を行います。 

 

学校給食調理業務委託料  8,099 万円  

学校給食施設整備事業   8,867 万円 

学校給食運営基本計画                           教育部 学校給食課 82-4194 

 
【予算額】 １億6,966万円（１億5,513万円↑） ／【財 源】市負担 9,086万円／借金 7,880万円 

拡 充 
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２ 明日を拓く豊かな心と創造力をはぐくむ教育文化のまちづくり 

【予算額】 357万円（26万円↑） ／【財 源】市負担 357万円 

成人教育事業                    まちづくり部 生涯学習センター 82-0409 

地域づくりに関心のある市民や地域の役員、グループ活動リーダー、子ども会役員等を対象にまちづくりに

かかわることのできる地域の人材を育成します。さらにその人材を活用し地域の活性化、安心、安全のまちづ

くりを進めます。 

【地域レンジャー養成講座】 

地域活動に必要なスキルやノウハウを地域住民が習得し、地域のリーダーとして活躍していただくために各種

講座を開催します。 

【地域プロデューサー養成講座】 

地域のリーダーとして活躍していただくため、様々な会議の司会進行や取りまとめ役などのファシリテーター

の育成、自治公民館活動や地域団体が実施される事業のプログラム開発や、地域資源を活用した起業等、地域

づくりにかかわるマネジメント研修を開催します。 

【丹波市成人式の実施】 

社会人としての意識付けや、丹波市を離れて生活している新成人に対し故郷「丹波市」をアピールする機会と

し、若者の定住促進（Ｕターン）を図る機会として開催します。 

  

【予算額】 4,659万円（1,184万円↑） ／【財 源】市負担 3,926万円 受益者負担 396万円 

ホール管理事業                               まちづくり部 生涯学習センター 82-0409 

 市民の芸術文化への取組みの推進や、生涯学習振興の場となる文化ホールの改修を行います。平成25年度は

ライフピアいちじま大ホール及び春日文化ホール改修工事の実施設計を行います。 

拡充 

【予算額】 640万円（12万円↑） ／【財 源】市負担 552万円 受益者負担 88万円 

市展開催事業                                 まちづくり部 生涯学習センター 82-0409 

 全国規模の美術展の開催により、全国から作品を募集し、市民が高い芸術に触れる機会の提供と丹波市の魅

力を全国発信します。市民美術展の開催により市民が芸術活動に取り組むための機会づくりと拡充を図り、芸

術文化の高揚を図ります。 

【平成25年度開催の市展】 

 第８回丹波美術大賞展（部門：平面、立体） 

 第７回丹波市民美術展（部門：絵画、彫刻・工芸、書、写真） 

【予算額】 1,480万円（26万円↓） ／【財 源】市負担 1,126万円 受益者負担 354万円 

ホール運営事業                               まちづくり部 生涯学習センター 82-0409 

 文化ホールの催し物を通じて、安らぎと潤いを与え心豊かな生活の実現をめざすために、質の高い音楽・演

劇等を提供します。さらに、ホール運営を支えるボランティアスタッフを養成し、オペレータークラブの充実

を図ります。 

 

●文化ホール自主事業  1,000万円    ●アマチュアアーティスト育成支援事業  93万円 
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２ 明日を拓く豊かな心と創造力をはぐくむ教育文化のまちづくり 

【予算額】 669万円（54万円↓） ／【財 源】市負担 410万円 受益者負担 ６万円 

隣保館管理・運営事業      まちづくり部 人権啓発センター 82-1064（氷上文化センター） 

 氷上文化センター、七日市会館等隣保館施設を地域の福祉向上と交

流の拠点、並びに人権課題解決の啓発拠点として位置づけ、市民を対

象にした人権歴史講座や人権セミナー等を開催し、地域の生活課題の

解決と併せて同和問題をはじめとするあらゆる人権課題についてさら

なる理解を深める事業を推進します。 

 併せて、住民交流の拠点となる「地域に開かれたコミュニティーセ

ンター」として、地域交流事業・地域福祉事業の料理教室や剪定教室

などを開催します。 

 人権・生活に係る相談業務も、市内各地域へ出かけて行き実施しま

す。  

 

●隣保館管理事業  544万円     ●隣保館運営事業  125万円 

市民一人ひとりが、お互いの人権の尊重を感性として育み、日常生活の中

で人権尊重を自然に態度や行動として表すことが文化として定着している社

会をめざした教育・啓発事業を行います。 

・人権教育事業(住民人権学習、地域人権教育事業ほか) 

・人権啓発事業（人権講演会、人権啓発ポスター展、人権啓発冊子や啓発 

ポスターの作成ほか） 

・人権関係団体の活動支援 

 

●人権教育事業 293万円  

●人権啓発事業 1,793万円 

人権教育・啓発事業                  まちづくり部 人権啓発センター 82-0242 

【予算額】 2,086万円（475万円↓) ／【財 源】市負担 1,984万円 

 

加古川畔に建つ総花崗岩造りの美術館は、建物自体も美術品でなければならないとい

う考え方のもと、美術鑑賞をとおして安らぎを与える場となることをめざしています。

この素晴らしい建物の維持管理とともに、市民の皆さんに、身近で芸術文化に接して

いただけるように、様々な展覧会やその関連行事を開催します。 

【主な事業】・「日本の近代洋画・巨匠たちの記憶 －糖業協会コレクション－」展  

・「夏の粋 －中右コレクション－」展 ほか 

 

 工事請負費    700万円    設計監理委託料  86万円  

●企画展委託料  1,350万円 

美術館管理運営事業                            教育部 美術館事務局 82-5945 

【予算額】 4,381万円（934万円↑) ／【財 源】市負担 3,677万円 受益者負担 607万円 

拡 充 

【予算額】 １億3,320万円（2,266万円↓） ／【財 源】市負担 340万円／借金 6,320万円 

大手会館改修                       教育部 文化財課          70-0819 

産業経済部 新産業創造課 74-1464 

建設部 都市住宅課    74-2364 

 

大手会館（旧氷上高等小学校校舎）については、耐震対策を含め

た改修工事を実施し、保存と整備を図り、その有効な活用を図りま

す。 

 活用については、中心市街地活性化協議会と調整する中で、商業

機能や情報発信機能をもつ複合集客交流施設とし、より広域からの

集客を目指します。 

 また、改修された大手会館の魅力をより高めるため、大手会館広

場整備の実施設計を行います。 
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３ 快適な暮らしを支える生活基盤の充実したまちづくり 

 

【予算額】 １億37万円（781万円↓） ／【財 源】市負担 9,623万円 

  

公共交通対策                            建設部 都市住宅課 74-2364 

 デマンド（予約）型乗合タクシー、路線バス、鉄道及びタ

クシーとの相互連携を軸とした公共交通の利用増進に向け

た広報を行い、交通ネットワークの維持に努めます。 

鉄道についても、ＪＲ西日本及び丹波県民局と連携のも

と、引き続き利用増進に向けた取り組みを行います。 

 

●公共交通バス対策事業     8,113万円 

●福知山線複線化促進対策事業  1,924万円 

  

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

10路線で事業推進を図り、早期開通に向け、効率的かつ計画的に整備を行います。 

 また、身近な生活道路については、利便性の向上と生活基盤の充実を図るとともに、学校や公共施設の周辺

では、子ども・高齢者などの歩行者が安全に通行できるよう歩道の整備を行うなど、交通安全対策を含めた道

路環境の質的整備に取り組みます。 

 

●国庫交付金等道路整備事業  ６億2,180万円 

●市単独道路整備事業     １億8,800万円 

●辺地対策道路整備事業      4,270万円 

●交通安全施設等整備事業     １億300万円 

●プロジェクト関連事業        １億円 

【予算額】 10億5,550万円（５億1,482万円↓） ／【財 源】市負担 ２億2,530万円／借金 ８億820万円 

道路新設改良事業                            建設部 建設課 74-2550 

３ 

166.2 億円（構成比 28.5％） 

【予算額】 600万円（200万円↓） ／【財 源】市負担 600万円  

広域拠点の市街地整備構想の策定                  建設部 都市住宅課 74-2364 

 都市計画マスタープランに基づき、広域拠点の中心となる稲継交差点周辺の土地利用の規制誘導と秩序ある

市街地整備の方策を検討します。 

 

●広域拠点周辺市街地整備構想策定業務委託料  600万円 

 

【予算額】 141万円（5,429万円↓） ／【財 源】市負担 71万円 

 

  

ＪＲ駅舎等施設整備                               建設部 都市住宅課 74-2364 

 ＪＲ西日本及び兵庫県等とも連携を図りながら、下滝駅などＪＲ駅の環境整備に向けた検討を行います。 
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３ 快適な暮らしを支える生活基盤の充実したまちづくり 

 

【予算額】 ７億4,400万円（水道事業会計）（８億9,560万円↓）  

／【財 源】借金 ６億7,800万円（一般会計 ３億3,900万円 水道事業会計 ３億3,900万円） 

 

  

水道施設統合整備事業（水道事業会計）             水道部 業務課・工務課 72-0605 

 安心・安全な水道水の安定供給をめざして、「丹波市水道

ビジョン」に基づき統合した山南上水道（山南地域）、中央

上水道（柏原、氷上、青垣、春日地域）及び市島上水道（市

島地域）の水道施設統合整備事業を進めています。総事業費

は、約119億円で平成28年度に完了する予定です。 

 平成25年度は中央上水道で天王坂から春日方面への送水

及び配水管等、山南上水道で送配水管、市島上水道で加圧ポ

ンプ施設や送水管等の整備に取り組みます。 

 

 

 

 

 市道を利用される方の安全を確保するため、道路の修繕や路肩の除草、植栽の管理を行います。 

また、冬季には凍結防止剤の散布や降雪時の除雪を行います。 

 定期的に道路パトロールを行うことで、補修の必要な箇所を早期に発見し、市道利用者の安全確保を図りま

す。 

 

●道路維持修繕事業   １億6,004万円 

●道路パトロール事業     52万円     

【予算額】 １億6,056万円（2,013万円↑） ／【財 源】市負担 １億4,725万円  

道路維持管理                              建設部 管理課 74-2653 

【予算額】 265万円（‐） ／【財 源】市負担 204万円  

住宅耐震対策                           建設部 都市住宅課 74-2364 

 地震から家族の生命を守るために、わが家の耐震改修をして住宅を補強されることを支援します。 

個人の木造戸建住宅（昭和56年５月31日以前に着工分）を対象に、簡易耐震診断を無料で行います。また、 

耐震診断結果に基づき行う耐震改修（計画策定・工事）にかかる費用の一部を補助します。 

 

●簡易耐震診断委託料      90万円    ●耐震改修計画策定費補助金  25万円 

●耐震改修工事請負費補助金  150万円 
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３ 快適な暮らしを支える生活基盤の充実したまちづくり 

 

  

 丹波市の水道水が安心・安全でおいしい水であることと市外への丹波市のＰＲを目

的として、ボトルウォーター「丹（まごころ）の水」を製造するとともに、水道施設

統合整備事業や水道水の安全性について広く周知するためイベント（産業交流市）に

出展します。 

 また、「蛇口から水道水を直接飲む文化」が育めるよう、市内小学校で直結給水方式

のモデル事業に取り組みます。 

 

●ボトルウォーター製造 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  252万円 

●水道ＰＲイベント · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  ５万円 

 ・小学生による水道ポスター展示・表彰 

 ・きき水会（「丹（まごころ）の水」と市販の水の飲み比べ） 

 ・アンケートの実施 

 ・イベント参加者へ「丹（まごころ）の水」の無料配布 

 ・水道施設ミニチュア模型及び水道施設統合整備事業に関する展示 

小学校直圧給水方式モデル事業 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  630万円 

【予算額】 887万円（水道事業会計）（595万円↑） 

／【財 源】一般会計 126万円 水道事業会計 761万円 

丹波市の水道水・丹波市ＰＲ事業（水道事業会計）     水道部 業務課・工務課 72-0605 
拡充 

【予算額】 8,269万円（3,092万円↑） ／【財 源】市負担 1,659万円  受益者負担 5,959万円 

ごみ減量化・再資源化推進                   生活環境部 環境整備課 82-1292 

ごみの分別・収集カレンダーの作製・配布並びに環境学習会を開催し、ごみ

の減量化と再資源化について、積極的な普及啓発に努めます。 

また、団体が実施される資源ごみ集団回収事業に対し奨励金を交付すること

で回収活動を促進し、さらに減量化と再資源化を図り、資源循環型社会の構築

をめざします。 

 

●清掃総務費  6,769万円   ●リサイクル活動推進事業  1,500万円 

【予算額】 ７億2,556万円（444万円↓） ／【財 源】市負担 ５億7,505万円  受益者負担 １億3,043万円 

  

ごみ処理(一般廃棄物処理)                   生活環境部 環境整備課 82-1292 

現在、市内の一般廃棄物は、市内３箇所のごみ焼却施設、４箇所のリサイクル施設、３箇所の最終処分場及

び篠山市と共同設置しているごみ処理施設で処理を行っています。引き続き新施設稼働まで適正に管理運営を

行います。 

 

●施設管理運営事業（市内各施設）           4,370万円 

●施設共通事業                  ５億1,336万円 

●篠山市清掃センター運営費分担金（公債費含む）  １億6,850万円 

 

下水道施設の計画的な統廃合        建設部 下水道課 74-0224 

 下水道の将来へ向けて、事業継続性の確保の観点から維持管理の削減と施設更新費用の大幅削減を図

るため施設の統廃合を進めます。 
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３ 快適な暮らしを支える生活基盤の充実したまちづくり 

 

【予算額】 1,150万円（135万円↓） ／【財 源】市負担 100万円／借金 830万円 受益者負担 220万円 

  

急傾斜地崩壊対策                             建設部 管理課 74-2653 

 兵庫県では、市町が行う警戒避難体制の整備を支援し、砂防設備などのハード整備とともに減災対策を促進

するため、土砂災害防止法に基づき土砂災害のおそれのある区域を土砂災害警戒区域として指定を行っていま

す。市内の土砂災害警戒区域は、急傾斜地崩壊指定箇所が825箇所、土石流指定箇所は604箇所、地滑り指定箇

所は３箇所、計1,432箇所となっています。 

 本事業は、崩壊が想定される危険箇所について市民の生命を守るため、年次計画を立て整備が進んでいると

ころです。また、近年では、各地での弱者施設被害も発生していることから要援護施設に係る対策も進んでい

ます。合併以前から事業整備は進んでいますが、未だ十分ではありません。地域と合意形成を図りながら引続

き県と連携して事業の推進を図ります。 

 平成25年度は、継続事業６箇所、新規事業１箇所、計７箇所の整備を予定しています。 

 

  

市民の交通安全意識の高揚と交通事故の減少を目的として、交通安

全運動、交通安全教室の開催などの啓発、教育活動を実施します。 

平成25年度は交通事故の恐ろしさを広く伝えるため、スタントマン

による交通安全教室を開催します。 

【予算額】 100万円 ／【財 源】市負担 100万円 

交通安全教室（交通安全啓発事業）                  生活環境部 生活安全課 82-1532 
 

 テレビ会議システム機器を更新し、災害対策本部と、各支所間及び消防本部をテレビ電話で繋ぐことにより、

災害時に、より正確・迅速な情報収集や災害対策本部からの指示等が行えるようにします。 

テレビ会議システム機器更新（災害対策事業）      生活環境部 防災対策室 82-0250 

【予算額】 1,295万円 ／【財 源】市負担 1,295万円 

 

【予算額】 62万円（36万円↓） ／【財 源】市負担 62万円 

防災訓練事業                          生活環境部 防災対策室 82-0250 

 

災害発生時に重要な『共助』の役割を担う『自主防災組織』の組織率の向上を図ると共に、各自治会で作成

された「手づくりハザードマップ」を活用した自主防災訓練の実施を推進します。 

 また、地域の防災訓練の際には、昨年に設立された「丹波市防災会」を中心に、指導や助言をしていただく

と共に、市内のひょうご防災リーダーの資質向上と、市民の防災意識の向上を図ります。 

【予算額】 ４億4,323万円（４億1,698万円↑） ／【財 源】市負担 2,093万円／借金 ４億2,230万円 

防災行政無線整備事業（再掲）                  生活環境部 防災対策室 82-0250 

国の電波法関係審査基準の改正に伴い、設備を更新する際にはデジタル化にすることが義務付けられてお

り、市では平成23年度に防災行政無線の整備基本計画、平成24年度に実施設計を策定しました。 

平成25年度は、こうした計画に基づき、青垣、山南地域の設備更新に着手します。 

 

工事請負費  ４億3,723万円      設計監理委託料  600万円 

拡 充 
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防火水槽の新設、消火栓等初期消火設備及びホース等備品の購入に対して、消防施設整備事業補助金交付要

綱により自治会に補助を行うと共に、防火水槽の未整備地域については平成31年まで工事費を全額公費負担で

行い、消防水利等の整備を図ります。 

 

●工事請負費        6,500万円 

●設計監理委託料       550万円 

●消防施設整備事業補助金  2,856万円 

 

【予算額】 9,929万円（3,291万円↓） ／【財 源】市負担 3,234万円／借金 6,695万円 

非常備消防水利整備事業                    生活環境部 生活安全課 82-1532 

【予算額】 109万円（24万円↑） ／【財 源】市負担 109万円 

子ども・若者育成支援事業                    生活環境部 生活安全課 82-1532 

ひきこもりやニート状態にある子ども・若者を社会的自立に向けた支援を行うため、各種専門機関とネット

ワークを構築し、「子ども・若者支援センター」を拠点に専門スタッフによる相談を行います。 

 

●子ども・若者育成支援相談業務委託料  82万円 

消防活動車両整備                         消防本部 消防課 72-2255 

【予算額】 6,478万円（2,599万円↑） ／【財 源】市負担 598万円／借金 5,880万円 

 

  
 危険物災害対応として、消防活動車両の整備計画に基づき化学消防ポンプ自動車を更新します。この車両に

は、1,500㍑の水と消火薬剤500㍑を積載し車上の放水銃により泡放水を行うこともできる機能を有していま

す。また、建物などの一般火災でも少量の水で消火することができる、消火泡圧縮吐出装置（キャフス装置）

も備えています。 

 

 機械・器具費    685万円     

自動車購入費   5,773万円 

 

拡 充 

 消防・救急無線は電波の有効利用を図るため、平

成28年５月末日までに、アナログ無線からデジタル

無線に移行することになっています。 

 消防体制の充実強化・高度化を実現するため、消

防本部の通信指令室の増築と消防・救助など各種訓

練を実施する訓練塔の建設を計画的に整備します。 

 平成25年度は通信指令室の増築と訓練塔の新築

工事、平成26年度に消防緊急指令装置更新及び消

防・救急無線デジタル化を整備する予定です。 

【予算額】２億1,605万円（２億37万円↑） ／【財 源】市負担 1,085万円／借金 ２億520万円 

 

  

消防庁舎通信指令室増築・訓練塔新築事業             消防本部 総務課 72-2255 
拡充 
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環境学習教材制作事業                     生活環境部 環境政策課 82-1290 

【予算額】 40万円（－） ／【財 源】市負担 40万円 

 地球温暖化防止を始めとする環境問題は、実は、私たちの普段の生活と深く関わっている問題でもありま

す。丹波市内の身近な施設を題材に環境学習教材（ＤＶＤ）を制作し、環境基本計画の推進を図ります。 

 

 

太陽エネルギー利用促進と併せて地域経済活性効果が得られるよう、太陽エネルギー設備導入の一部を補助

します。 

また、太陽エネルギーに続く自然エネルギー等への導入意欲やその可能性について、市民や施工業者等に対

して調査を行い、効率的な補助制度のあり方等を検討します。 

 

太陽光発電システム導入に対する補助 960万円 

 太陽光発電システムを導入した個人・事業所に対し、kW当り３万円、上限12万円、 

自治公民館等に対し、kW当り３万円、上限24万円を助成します。 

 

●太陽熱利用システム導入に対する補助 60万円 

 太陽熱温水器の導入に対し、自然循環式３万円、強制循環式６万円を助成します。 

 

自然エネルギー等に係る活用調査業務 75万円 

【予算額】 1,095万円（555万円↑） ／【財 源】市負担 615万円 

新・省エネルギーの普及事業（再掲）           生活環境部 環境政策課 82-1290 

 

 

拡 充 

1.2 億円（構成比 0.2％） 

 

４ 

人口減少が進行する丹波市では、今後、様々な人材の知恵や工夫を地域外から呼び込みながら、持続可能な

地域社会へとシフトしていかなければなりません。 

 そのためには、行政が補助金を用意する段階から、民間会社が事業を仕掛ける段階へとステップアップし、

雇用創出、経済効果を高め、新規性や発信力を併せ持った新エネルギーなどの「環境」をキーワードとした事

業（グリーンビジネス）の推進を図る必要があります。 

 そこで、都市部の意欲ある人材（総務省の地域おこし協力隊制度を利用）を積極的に受け入れ、民間推進主

体（仮称：グリーンカンパニー）によりグリーンビジネスの推進を図ります。 

グリーンカンパニー創設事業                  生活環境部 環境政策課 82-1290 

【予算額】 368万円 ／【財 源】市負担 368万円 
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５ 様々な産業が育つ創造力あふれるまちづくり 

 金融緩和や財政出動により、経済・雇用情勢は持ち直しつつあるものの、先行き不透明な状況が続くなか、

市内商工業者を直接的又は間接的にサポートすることによって、経営の安定を図り市内商工業の振興を図りま

す。 

①市内での消費拡大と景気浮揚を図るため、たんば共通商品券に10％のプレミアムを付加し、総額５億5,000

万円を発行するプレミアム商品券発行支援事業を引き続き実施します。 

②地域資源を活用した新商品開発を支援するとともに、新たな丹波ブランドとして開発された新商品等を阪神

地区を中心にＰＲしていきます。 

③新規起業者への店舗等の開業支援を行うことにより、商店街等の空き店舗解消による賑わい創出と起業者増

加による市内経済の活性化を図ります。 

④市内企業の景況調査を商工会に委託して四半期ごとに実施し、市内の景気動向を迅速に把握することで、商

工業者のニーズに沿った商工業振興施策の企画立案に役立てます。 

⑤中小企業者の経営安定に資するため、中小企業資金融資制度の拡充と、経営改善資金に係る信用保証料の補

助を創設します。 

 

●プレミアム商品券発行支援補助金   5,500万円   

●地域資源等を活用した新商品ＰＲ広告料  665万円 

●新規起業者支援事業補助金      1,243万円    

●市内企業景況調査委託料         97万円 

 中小企業資金融資制度預託金 ４億円 

 中小企業経営改善資金信用保証料補助金 1,325万円 

商工振興事業                              産業経済部 新産業創造課 74-1464 

【予算額】 ６億691万円（１億5,087万円↑） ／【財 源】市負担 ６億491万円 

 

 

拡 充 

 雇用機会の増大や若者の定着、産業の活性化を促し活力あふれるまちづくりを進めるために、企業誘致と市

内企業の事業拡大の推進に努めます。 

 用地購入・工場建設費補助や、立地希望企業の情報提供者に報奨金を支払う制度の活用など、企業誘致を積

極的に展開していきます。 

 また、丹波市の企業誘致候補地やアクセス、位置、環境を経済誌等に広告を掲載し、幅広い地域からの誘致

をめざします。 

 イベント出展においては、市内企業の製品を展示し、世界ブランドの企業が丹波市にあることを紹介するこ

とで、丹波市への誘致に繋げます。 

 

●企業誘致ＰＲ広告料    456万円  

●企業展示会出展      133万円 

 

企業誘致推進事業                            産業経済部 新産業創造課 74-1464 

【予算額】 3,751万円（766万円↑） ／【財 源】市負担 3,751万円  

関西機械要素技術展 

 

５ 

24.5 億円（構成比 4.2％） 
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５ 様々な産業が育つ創造力あふれるまちづくり 

  

【予算額】 7,768万円（587万円↑） ／【財 源】市負担 5,327万円  

  シカやイノシシ等の鳥獣被害の軽減を図るため、シカ捕獲実施隊の編制や有害鳥獣駆除等捕獲活動の促進の

支援を行います。 

 

・シカ捕獲実施隊を編制し、計画的かつ迅速な捕獲活動を実施 

・有害鳥獣捕獲活動に使用する猟犬の管理の支援 

・狩猟期間中のシカ捕獲について、狩猟者に対しての捕獲報償費を交付 

・地域ぐるみで鳥獣被害対策を効果的に行えるように、研修会の開催に対して支援 

・猟友会員の高齢化や減少化に対して、新規免許取得を促進し駆除活動の促進支援 

を図る 

 

●シカ捕獲実施隊編制支援事業 480万円  

●有害鳥獣駆除活動支援事業 19万円 

●シカ緊急捕獲拡大事業負担金 611万円 

●鳥獣被害対策研修会支援事業 35万円 

新規免許取得者支援事業 205万円 

野猪等防除事業                        産業経済部 農業振興課 74-1465 
拡 充 

【予算額】 425万円 ／【財 源】市負担 213万円 

丹（まごころ）ワークサポートたんばの設置（再掲）   産業経済部 新産業創造課 74-1464 

市民の雇用や就業をサポートしていくには地域の行政機関の相互連携が重要かつ効果的であるため、ハロー

ワークの職業相談・職業紹介と市が行う就労支援事業を市役所内（春日庁舎４階）においてワンストップで実

施します。 

 一般の求職者、障害者、生活保護受給者などの相談に応じるほか、就労に係る心理カウンセリングや労働生

活相談にも応じる予定です。 

【予算額】 2,119万円（1,599万円↓） ／【財 源】市負担 ０円 

緊急雇用就業機会創出事業               産業経済部 新産業創造課 74-1464 

・失業者や未就職者に対して、介護や医療等成長が期待される分野で新たな雇用機会を創出し、地域ニーズに

応じた人材を育成して、求職者の生活の安定を図ります。 

・地域の産業、雇用振興策に沿って、起業後 10 年以内の企業、ＮＰＯ等を委託先として、地域に根ざした雇

用創出に資する事業を実施することにより、失業者の雇用の場を確保し、生活の安定を図るとともに、委託

先の企業の成長等により、地域の安定的な雇用の受け皿を創出します。 

 

●重点分野雇用創造事業  1,219 万円    起業支援型地域雇用創造事業  900 万円 
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５ 様々な産業が育つ創造力あふれるまちづくり 

 

 

  

 丹波市ブランド農産物の生産振興を支援します。 

 

【丹波栗の振興（丹波ブランド再生モデル総合対策事業補助金）】 

丹波栗の生産振興を図るため、新植・剪定・集出荷用機械の整備

に対しての支援 

 ・栽培面積拡大（新植） 

 ・生産環境整備（大規模剪定） 

 ・集荷施設・出荷加工用機械整備 

 ・大規模栗園整備 

 

【特産物（栗）生産環境整備事業】 

丹波栗の生産振興を図るため、獣害対策用の電気柵の設置や、剪定に対して助成 

 ・獣害対策用電気柵設置 

 ・剪定 

 

【特産物振興交付金】 

農業者戸別所得補償制度の産地資金において、小豆・山の芋の交付単価が取り組み面積の拡大によ 

り減額調整されても、単価を補償する「特産物振興交付金」を交付 

 

丹波ブランド再生モデル総合対策事業補助金  1,120万円 

●特産物（栗）生産環境整備事業補助金       100万円 

●特産物振興交付金                622万円 

丹波市ブランド農産物の振興事業                 産業経済部 農業振興課 74-1465 

【予算額】 5,182万円（387万円↑） ／【財 源】市負担 2,599万円 

 

拡 充 

新規就農促進事業                        産業経済部 農業振興課 74-1465 

【予算額】 979万円（45万円↓） ／【財 源】市負担 979万円 

 新たな農業の担い手となる、Iターン、非農家出身者、市内農業後継者が専業で営農する意欲ある者を支援

することにより、人口増加、流出抑制を図り、また新規就農者が集落に定住することにより地域の活性化につ

ながる。また、東日本大震災被災者が市内で雇用就農した場合に支援を行います。 

 

【研修費助成】 · · · · · · · · ·  農業研修費として1年間研修費を交付します。 

【居住地確保の支援】 · · ·  借家等の場合、賃料の一部を助成します。また、空き家を新規就農者に貸与された 

 方には奨励金を交付します。 

【農業機械リース助成】 ·  就農１年までの新規就農者に、農業機械のリース料の一部を助成します。 

【震災支援事業】 · · · · · · ·  東日本大震災被災者が市内で雇用就農した場合に、雇用者側に月額給料の一部を助 

 成します。また、雇用就農した震災被災者が市内で民間住宅を借りた場合、その家 

 賃の一部を助成します。 

 

●新規就農者等育成支援事業補助金  804万円     ●震災支援事業補助金  84万円 

 

農業参入に意欲のある事業者を地域農業の新たな担い手と位置付け、農地の維持保全による環境整備や企業

で培われた経営感覚や販路を活用して、即戦的かつ経営力の高い農業の活性化を展開していきます。 

 

【企業等農業参入支援事業補助】 

市内に企業等の農業参入を推進することにより、新たな担い手の確保や農地の有効活用、地域雇用の創出

を図ります。 

【６次産業活性化推進事業補助】 

農業者等が企業化あるいは企業と連携し、生産から加工、販売及び人材育成までを一括して運営を行い、

経営感覚を養い、地域の中心的な経営体として発展するための支援を行います。 

新たな担い手農業者の支援事業（再掲）             産業経済部 農業振興課 74-1465 

 
【予算額】 1,220万円 ／【財 源】市負担 1,220万円 
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５ 様々な産業が育つ創造力あふれるまちづくり 

地籍調査事業                               産業経済部 農林整備課 74-1707 

【予算額】 9,016万円（187万円↑） ／【財 源】市負担 4,415万円 

 国土調査法に基づき土地を一筆毎に調査し、境界の位置や面積を測定することで、法務局備付の土地の「地

籍」を正しいものに訂正するとともに明確化を図ります。 

 また、山林部における地籍調査は、林業再生へとつながる森林資源の有効活用のため積極的に拡大・推進し

ます。 

 これらの成果は、土地資産の保全・災害復旧の迅速化、森林資源の循環利用など安心・安全な暮らしの実現

に向け、多岐にわたる土地利用に役立ちます。 

 

【平成25年度調査地区】 

 ○平地部：山南町、柏原町の一部 

 ○山林部：柏原町の一部 

 

●地籍調査事業委託料  6,168万円    ●山林部地籍調査促進補助金 2,230万円 

県民緑税活用事業                             産業経済部 農林整備課 74-1707 

【予算額】 3,615万円（108万円↓） ／【財 源】市負担 ０円 

 山地災害危険地区や土石流危険渓流個所等の表土の流出を防ぐため、県民緑税を活用し、簡易土留工を設置

し、森林の有する防災機能を維持・向上させます。 

 

●緊急防災林整備事業補助金  3,588 万円 

  

 「森林の多面的機能を持続的なものとするため、地域とともに考え、地域の特性を活かした安全で活力ある

水源の森林づくりを進める」ことを基本理念とし、「災害に強い水源の森林」、「持続的な森林経営を目指す森

林」、「協働で育てる森林」づくりを目指します。 

 補助金交付事業では、地域内の未利用材木質資源を再生可能エネルギーや製品の原料として、循環型で、効

率的に活用するための拠点となる「木質バイオマス供給施設」の整備に対して支援します。また、路網整備（林

道、作業道）に要する経費及び、高性能機械導入経費に対する支援等を推進します。 

 さらに、私有林や区有林等の森林所有者に対し、森林経営計画の策定や森林整備事業サービスの提供ができ

るための調査、研究やシステム開発等に取り組みます。 

 

 木質バイオマス利活用施設整備補助金 １億500万円   

路網整備促進補助          2,100万円 

高性能林業機械整備事業補助金     780万円  

森林経営計画集約化推進事業補助金    100万円 

森林管理サービス事業委託料      1,147万円 

森林資源の活用事業（再掲）                                産業経済部 農林整備課 74-1707 

【予算額】 ２億6,430万円（１億7,505万円↑） ／【財 源】市負担 １億5,715万円 

拡 充 
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５ 様々な産業が育つ創造力あふれるまちづくり 

土地改良事業                               産業経済部 農林整備課 74-1707 

【予算額】３億1,742万円（8,228万円↑）／【財源】市負担 １億4,916万円／借金 740万円 受益者負担 3,933万円 

 農業生産の基盤の整備及び改修を図り、生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業

構造の改善に資することにより、効率的かつ安定的な農業経営の確立を目指します。 

 

【事業内容】  

基盤整備事業 

・県営経営体育成基盤整備事業(用水路のパイプライン化ほか)、県営基幹水利施設ストックマネジメント事業

（施設の更新）、県営特定農業用管水路等特別対策事業（管水路の改修）により、農業生産基盤や生活環境基

盤の整備を一体的行うとともに、既存施設の有効活用と効率的な機能保全対策を推進し、農業経営の安定及び

農業施設の維持に努めます。 

 

ため池整備事業 

・地域ため池整備事業(全面改修)では、地域全体の防災安全度を向上させるため、併せて地域活性化に資する

よう、複数のため池を対象に「地域ため池総合整備計画」を策定し、防災・減災を核とする環境・利活用も考

慮した「ため池の総合整備対策」を実施します。 

・耐震対策農業水利施設整備事業では、耐震性が無いと判断されたため池の整備を図るとともに、その他のた

め池の一斉点検を行い、耐震性の調査を行います。また、一定規模以上のため池では耐震診断を行い、その結

果に応じて、ハザードマップの作成や整備計画の策定を行います。 

 

中山間地域総合整備事業 

・農業の生産条件等が不利な地域の実情を踏まえ、中山間地域の活性化に意欲のある地域を対象に、それぞれ

の立地条件に沿った農業生産基盤と農村生活環境基盤等の整備を総合的に実施します。 

 

農村総合整備事業 

・農業生産基盤の整備と併せて農山漁村の生活環境を総合的に整備し、個性的で魅力ある村づくりを推進しま

す。 

 

農地・水保全管理支払交付金 

・老朽化が進む農地周りの水路・施設等の長寿命化を図るための取り組みに対し、活動対象農用地面積に応じ

た支援金を交付することで、地域共同による農地・農業用水等資源の保全管理と農村環境の保全向上を図りま

す。 

 

●基盤整備事業           561万円   ●ため池整備事業    2,145万円    

●中山間地域総合整備事業   １億2,677万円   ●農村総合整備事業   2,090万円 

●農地・水保全管理支払交付金    6,600万円 

 

丹波市の知名度アップや観光客の誘致拡大を図るため、マスメディアを活用した事業を３年間展開し

てきました。これらにより、特にもみじ巡りを基盤には、観光客の流れが生まれてきております。 

 平成25年度においては情報発信だけでなく、再び訪れたい｢丹波市」となるようリピーター化への仕掛

けをしていきます。そのためには、各観光地となろうとする地元の努力や相互協力も必要となっていま

す。旅行社、情報会社などにも協力いただき元気な観光情報が発信できる組織や店舗連携づくりを支援

していきます。それにより、意欲ある若者たちが互いに連携を深め、地域のより磨いた新しい視点から

観光名所や特産、歴史文化について焦点化して充実した情報やサービスが提供でき、観光客との交流か

ら活性するよう努めます。 

観光戦略サポート事業（観光振興事業）（再掲）          産業経済部 観光振興課 74-1149 

【予算額】 500万円 ／【財 源】市負担 500万円 
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６ 市民が主体となった連携・交流のまちづくり 

地域づくり事業                             まちづくり部 各支所 

 まちづくり部 地域協働課 82-2272 

 【予算額】 １億5,777万円（1,569万円↑） ／【財 源】市負担 １億1,449万円 

市では、少子高齢化が進む中、安心・安全な豊かで住み良い地域をつくっていくために、身近な課題はでき

るだけ市民に近いところで主体的に解決し、地域の特性や個性をいかした地域づくりに取り組むという補完性

の原則に則した地域づくりを進めています。 

 平成24年度から、すべての自治協議会において、地域が目指す将来像を描いた「地域づくり計画」に基づき、

地域住民をはじめとする多様な主体の参画と協働により事業が実施されています。 

 引き続き、地域課題の解決が図られ、将来像が達成されるよう自治協議会に対して支援を行っていきます。 

 また、平成24年４月１日に「丹波市自治基本条例」が施行しました。市民が主役となって、市民・市議会・

行政がそれぞれの役割と責任を担いながら、連携・協働してまちづくりを進めていくため、条例の普及啓発を

図ります。 

 

●地域づくり交付金           6,920万円  ●元気な地域づくり特別事業交付金 7,875万円 

●地域づくり活動拠点施設整備事業補助金  600万円  ●自治基本条例啓発広報 30万円 

 

  

・自治会組織の円滑な運営及び地域間相互の連絡調整等を推進するため、丹波市自治会長会の活動に対して 

 支援します。 

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

して、補助金を交付します。 

 

●自治会長会活動補助金         90万円 

●自治公民館等施設整備事業補助金  3,510万円 

●自治公民館等緊急整備事業補助金  7,500万円 

 

【予算額】 １億4,788万円（5,270万円↑） ／【財 源】市負担 １億2,088万円／借金 2,700万円 

自治会活動事業                        まちづくり部 地域協働課 82-2272 

６ 
5.7 億円（構成比 1.0％） 
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６ 市民が主体となった連携・交流のまちづくり 

 

【予算額】 761万円（59万円↑） ／【財 源】市負担 761万円 

 

国際理解事業                              まちづくり部 地域協働課 82-2272 

・国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化を認め合い、対等な関係を築きながら、地域社会の構成員とし

て共に生きていくことができる多文化共生のまちづくりを推進するため、丹波市国際交流協会と連携し、

様々な国際理解（交流）活動を支援します。 

 

・次世代を担う中学生・高校生の国際感覚を豊かにし、国際化時代に対応できる人材を育成するため、丹波市

国際交流協会が実施する海外派遣事業の費用の一部を助成します。 

 

・アメリカ合衆国ケント市・オーバン市との正式な姉妹（友好）都市提携に向けた取り組みを推進します。 

 

●国際交流活動委託料      89 万円       

●国際交流事業補助金      581 万円 

中高生海外派遣事業補助金   80 万円 

拡 充 

ＣⅠ（シティ・アイデンティティ）活動により、丹波市のイメージを市内外に情報発信し、丹波市の認知度

を向上させます。 

 

・25 年度は引き続き、なでしこリーグを制覇したＩＮＡＣ神戸レオネッサとの交流を通じてスポーツ文化の

発展を図ります。 

・市民参加型トークイベントのたんば・ときめきカルチャーの定期開催や丹波市エグゼクティブアドバイザー

による丹波市の魅力や情報発信を積極的に行います。 

・市等の公共施設、公有地の有効活用を図る観点から市民スポーツとしてのサッカー場整備が可能かどうかの

調査を委託により実施します。 

・その他、もみじ苗木の配布、西紀ＳＡでのＰＲ、ミントビジョンでの放映等の経費を予算化しています。 

 

●ＩＮＡＣ神戸交流事業 27 万円  

魅力情報発信事業 288 万円 

丹波市サッカー場整備に係る調査 100 万円  

ＣＩ戦略事業                           企画総務部 総合政策課 82-0916 

 

 
【予算額】 717万円（323万円↑） ／【財 源】市負担 717万円 

拡 充 
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丹波市総合計画（H17-H26)が、平成 26 年度をも

って計画期間が終了することから、平成 27 年年度

を初年度とする第２次丹波市総合計画を策定しま

す。平成 25 年度は、基本構想・基本計画素案の策

定を行います。 

【予算額】 1,084万円（300万円↑） ／【財 源】市負担 1,084万円 

総合計画策定                        企画総務部 総合政策課 82-0916 

民間の金融機関から借り入れた市債を対象に、13億円を繰り上げて返済します。 

 将来の公債費（借金を返す予算）を抑制でき、後年度以降の利子の支払い額で、約１億1,100万円の削減効

果を見込んでいます。 

市債の繰上償還                                 財務部 財政課 82-0029 

【予算額】 13億円（－） ／【財 源】市負担 13億円 

 

 

７ 

87.9 億円（構成比 15.1％） 

春日庁舎の空調・給水設備更新                 まちづくり部 春日支所 74-0221 

【予算額】 １億2,451万円 ／【財 源】１億2,451万円 

老朽化した春日庁舎の空調設備・給水設備を更新します。更新後の空調設備は、電力や温度の一括集中管理

ができ、電力デマンド値の監視を行うことで、節電に努めていきます。 

 

 工事請負費  １億 2,000 万円      設計監理委託料  451 万円 

【予算額】 370万円 ／【財 源】市負担 370万円 

地球温暖化対策実行計画策定                 企画総務部 総務課 82-1002 

丹波市内の庁舎を含む各公共施設において、地球温暖化対策を積極的に推進していくため、第 2 期（平成

26 年～平成 30 年）の地球温暖化対策実行計画を策定します。 

 

１ 策定のための事前調査 · · · · ·  調査対象施設における活動量調査の実施、取組状況の把握 

２ モデル施設の現況調査 · · · · ·  温室効果ガス排出量の削減効果が見込まれる施設を特定し、現況調査 

               を実施し具体的な地球温暖化対策の取り組みを検討します。 

３ 温室効果ガス排出量の 

削減目標値の検討 · · · · · · · · ·  １及び２の調査により、平成 30 年度の目標値の検討及び設定を行います。 

４ 地球温暖化対策への 

取り組みの検討 · · · · · · · · · · ·  削減目標達成に向けた推進体制、点検、評価手法の検討、職員に対する実行 

 計画の研修を行います。 

５ 実行計画書の作成 · · · · · · · · ·  平成 26 年度～平成 30 年度 
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「第２次丹波市行政改革大綱」、「第２次丹波市行

政改革実施計画」に基づき、行政経営資源（人、モ

ノ、お金、時間、情報）の視点から、財政的効果額

総額２億3,389万円を見込み、行政改革に取り組みま

す。 

なお、具体的な実施にあたっては、関係団体、自

治会、市民等に十分に説明し、理解と協力を求めな

がら進めていきます。 

※取組の詳細は「第２次行政改革実施計画に基づく

平成25年度の行政改革」をご覧ください。 

【地域医療】 

【教育・文化】 

 教材用備品購入                 10万円 

救命救急器具等の購入              216 万円 

 

【福祉】 

 広報紙等読み上げ録音機器購入          46万円 

こども発達支援センター用備品          40万円 

【まちづくり】 

 地域づくり研修会経費               １万円 

【産業】 

 シカの有効活用処理施設整備          124 万円 

【丹波竜への取り組み活用】 

 篠山層群復元画の製作              19万円 

 

実施項目名 取組数 うち効果額を計上している取組数 効果額（見込） 

１ 人 

（１）市民にわかりやすい組織・機構の見直し 9 件 1 件 2,514 千円 

（２）定員管理の適正化 4 件 1 件 52,991 千円 

（３）人材の育成及び確保 1 件   

２ モノ 

（１）公共施設の整理合理化 40 件 6 件 4,176 千円 

（２）経常経費の削減（人件費を除く） 32 件 5 件 1,823 千円 

３ お金 

（１）費用対効果を考えた事業の見直し 11 件 1 件 870 千円 

（２）自主財源の確保 10 件 2 件 138,000 千円 

（３）受益者負担の適正化 16 件   

（４）補助金等の整理合理化 35 件 8 件 31,872 千円 

４ 時間 

（１）業務改善による事務の効率化 9 件 1 件 140 千円 

（２）民間資金・ノウハウの活用 5 件 1 件 1,160 千円 

５ 情報 

（１）市民と行政のパートナーシップ 4 件   

（２）インフォメーションからインテリジェンスへ 14 件 1 件 341 千円 

合 計  233,887 千円 

平成 25 年度行政改革実施計画に基づく行政改革の取組概要 
 

 

 

情報 

 

 

時間 

人 

 

モノ 

 

お金 

行政経営資源の相関イメージ 

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

につきまして、寄附者の意向に沿って、下記のとおり平成25年度事業の財源として活用させていただき

ます。                           

担当課 企画総務部 総合政策課 82-0916 

 

 
 

平成 25 年度“恐竜の里たんば”ふるさと寄附金活用事業 
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指標を見てみよう 
 丹波市では平成 18 年度から「行政評価」を取り組み、業績・効果を意識した施策・事業を展開していま

す。そこで、平成 23 年度事務事業評価で示している指標から、丹波市の“今”をお知らせします。 

市
民
１
人
あ
た
り 

対
象
者
１
人
あ
た
り 

※2010 年農林業センサス、平成 24 年度学校基本調査、及び学校給食基本調査の資料を基に算出しています。 

※事業費を平成 24 年 12 月末時点の住民基本台帳人口で除しています。 

1,651 件 
丹波市ホームページアクセス件数 

43 件 
火災発生件数 

12 件 
119 番通報件数 

7 件 
救急出動件数 

1 人あたりの予算 
平成 25 年度の予算では、丹波市にとって必要な事業に、市民１人あたり下記のような予算を計上しています。 

 事業費 うち市の負担額 

交通安全対策に 487 円   （8 円↑） 435 円    （7 円↓） 

議会運営に 3,304 円    （391 円↓） 3,304 円   （391 円↓） 

道路や橋に 21,385 円  （6,735 円↓） 8,915 円  （124 円↓） 

河川に 2,026 円  （1,709 円↓） 1,533 円  （195 円↓） 

商工観光に 13,456 円  （2,130 円↑） 11,570 円 （5,520 円↑） 

雇用・労働に 1,016 円   （58 円↓） 676 円   （137 円↑） 

社会福祉に 68,833 円  （4,664 円↑） 47,548 円   （967 円↑） 

消防活動に 19,224 円  （3,853 円↑） 11,565 円    （4 円↓） 

災害対策に 7,311 円 （6,074 円↑） 1,171 円  （327 円↑） 

支所の管理に 9,055 円   （374 円↓） 9,044 円   （377 円↓） 

 

 事業費 うち市の負担額 

農家（一戸）に 315,746 円 （18,928 円↑） 258,715 円 （1,839 円↓） 

学校給食利用者に 141,155 円 （19,083 円↑） 77,122 円 （8,333 円↑） 

保育園児に 1,933,250 円（668,934 円↑） 610,727 円（89,386 円↑） 

幼稚園児に 620,367 円 （21,894 円↑） 543,528 円（23,461 円↑） 

小学生に 261,448 円 （32,744 円↑） 127,782 円（24,943 円↓） 

中学生に 123,399 円 （49,050 円↓） 121,643 円（12,748 円↓） 

 

（  ）内は前年度対比を表わしています。 

5,482 人 
観光客入込数 

255 人 
路線バス利用者数 

2,838 人 
市内駅乗車人数 

51ｔ 
ゴミの排出量 

68kg 
不法投棄ゴミ回収量 

452 件 
支所の利用件数 

121 件 
丹波竜ＨＰアクセス件数 

72 人 
丹波竜化石工房来館者 

27 人 
化石発掘現場来場者 
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（単位：千円、％） 

区   分 平成25年度 平成24年度 
H25とH24 

の比較 
増減率 

一般会計 36,200,000 34,600,000 1,600,000 4.6  

 
 

① 国民健康保険特別会計事業勘定 7,527,000 7,637,000 △ 110,000 △ 1.4  

 
② 国民健康保険特別会計直診勘定 222,700 217,400 5,300 2.4  

 
③ 介護保険特別会計保険事業勘定 6,063,000 5,793,000 270,000 4.7  

 
④ 介護保険特別会計サービス事業勘定 61,400 66,600 △ 5,200 △ 7.8  

 
⑤ 後期高齢者医療特別会計 809,000 809,000 0 0.0  

 
⑥ 訪問看護ステーション特別会計 17,500 17,600 △ 100 △ 0.6  

 
⑦ 下水道特別会計 3,868,000 4,025,000 △ 157,000 △ 3.9  

 
⑧ 地方卸売市場特別会計 3,100 22,100 △ 19,000 △ 86.0  

 
⑨ 駐車場特別会計 12,500 14,500 △ 2,000 △ 13.8  

 
⑩ 農業共済特別会計（収益的収支） 196,800 212,600 △ 15,800 △ 7.4  

特別会計合計（①～⑩） 18,781,000 18,814,800 △ 33,800 △ 0.2  

   
水道事業会計（収益的収支） 1,730,000 1,650,000 80,000 4.8 

 
水道事業会計（資本的収支） 1,511,000 2,640,000 △ 1,129,000 △ 42.8 

公営企業会計合計 3,241,000 4,290,000 △ 1,049,000 △ 24.5  

全 会 計 の 合 計 58,222,000 57,704,800 517,200 0.9  

注)  水道事業会計（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 582億2,200万円 
 

346 

一般会計 

362 

188 

特別会計 

188 

43 

公営企業会計 

32 

0 100 200 300 400 500 600 

H24 

H25 

（億円） 
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自主財源である市税収入については、平成24年度は景気の低迷や企業収益の減少などの影響により個人の市

民税は５％の減額を見込んでいましたが、実際の決算見込額では１％程度にとどまりました。平成25年度予算

でも同程度の減少率で算定した結果、平成24年度よりも増額を見込んでいます。固定資産税においては、地価

の下落及び評価替えにともなう減額を見込んでいます。市税全体では、前年度対比１億7,990万3千円（2.6％）

の増額を見込んでいます。 

地方交付税については、地方公務員給与の削減による基準財政需要額の減少が予定されていますが、合併特

例債等の発行、新たな算定費目である地域の元気づくり推進費の新設による基準財政需要額の増加を見込み、

全体としては平成24年度と同額を見込んでいます。 

歳入構成比は、地方交付税35.5％、市税19.9％、市債15.5％、国県支出金13.5％、繰入金6.0％、その他の

使用料及び手数料、諸収入などは9.6％となっています。うち、自主財源の比率は約32％で中長期的にも市税

を中心とした自主財源の増収確保による財政基盤の強化が課題となっています。 

 
（単位：千円、％） 

区   分 

平成25年度 平成24年度 増減額 

増減率 予算額 

（A） 
構成比 

予算額 

(B) 
構成比 (A)-(B) 

1 市税        ※ 7,193,442 19.9 7,013,539 20.3  179,903 2.6 

2 地方譲与税 340,000 0.9 361,000 1.0  △ 21,000 △ 5.8 

3 利子割交付金 15,000 0.0 20,000 0.1  △ 5,000 △ 25.0 

4 配当割交付金 25,000 0.1 28,000 0.1  △ 3,000 △ 10.7 

5 株式等譲渡所得割交付金 3,000 0.0 8,000 0.0  △ 5,000 △ 62.5 

6 地方消費税交付金 584,000 1.6 661,000 1.9  △ 77,000 △ 11.6 

7 ゴルフ場利用税交付金 22,000 0.1 22,000 0.1  0 0.0 

8 自動車取得税交付金 117,000 0.3 115,000 0.3  2,000 1.7 

9 地方特例交付金 28,000 0.1 28,000 0.1  0 0.0 

10 地方交付税 12,850,000 35.5 12,850,000 37.1  0 0.0 

11 交通安全対策特別交付金 10,100 0.0 10,300 0.0  △ 200 △ 1.9 

12 分担金及び負担金  ※ 386,517 1.1 371,214 1.1  15,303 4.1 

13 使用料及び手数料  ※ 600,001 1.7 618,349 1.8  △ 18,348 △ 3.0 

14 国庫支出金 2,552,469 7.0 2,582,371 7.5  △ 29,902 △ 1.2 

15 県支出金 2,366,370 6.5 1,816,736 5.2  549,634 30.3 

16 財産収入      ※ 96,968 0.3 96,715 0.3  253 0.3 

17 寄附金       ※ 3,050 0.0 8,050 0.0  △ 5,000 △ 62.1 

18 繰入金       ※ 2,158,724 6.0 1,874,028 5.4  284,696 15.2 

19 繰越金       ※ 200,000 0.5 200,000 0.6  0 0.0 

20 諸収入       ※ 1,052,959 2.9 816,198 2.4  236,761 29.0 

21 市債 5,595,400 15.5 5,099,500 14.7  495,900 9.7 

合   計 36,200,000 100.0  34,600,000 100.0  1,600,000 4.6 

※は、自主財源です。 

 

一般会計 362 億円 
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主なもの  保育所運営費負担金（保育料）         2億6,418万円 

アフタースクール事業利用者負担金 3,691万2千円 

障害児通所支援事業負担金 2,070万円 

老人保護措置費負担金 1,143万2千円 

 
3億8,651万7千円（前年度対比 4.1％・構成比 1.1％） 分担金及び負担金 

個人市民税は、平成24年度の予算では、東日本大震災の影響などによる景気低迷が予想されるため、リストラ、賃金削減など

による所得減少率を５％見込んでいましたが、実際の決算見込み額については、減少率は１％程度にとどまりました。平成25年

度についても同じような景気の状態が続くものと考えるため、所得の減少率を同程度の１％とし、増額を見込んでいます。 

法人市民税は、経済不況の中、景気の回復が予想できないため、ほぼ同額を見込んでいます。 

固定資産税は、土地・家屋の評価替えの年度ではありませんが、土地は昨年に引き続き地価が下落傾向にあるため減額を、家

屋は新築等による増額を見込んでいますが、平成24年度評価替えによる減額幅が大きく影響したため予算比較では減額見込をし

ています。 

国有資産等所在市交付金にいては、県営住宅２か所が丹波市に譲渡されたことによる減額見込をしています。 

軽自動車税は、景気低迷の影響により普通乗用車から軽自動車への買い替え等も予想されるため、わずかながら増額を見込ん

でいます。 
（単位：千円,％） 

区  分 平成25年度 平成24年度 増減率 H25構成比 

市民税 2,933,110 2,756,110 6.4 40.8  

 

個人市民税 2,420,100 2,270,100 6.6 33.7  

法人市民税 513,010 486,010 5.6 7.1  

固定資産税 3,690,092 3,717,899 △ 0.7 51.3  

 

固定資産税 3,679,100 3,704,100 △ 0.7 51.1  

国有資産等所在市交付金 10,992 13,799 △ 20.3 0.2  

軽自動車税 182,210 180,610 0.9 2.5  

市たばこ税 387,900 358,800 8.1 5.4  

入湯税 130 120 8.3 0.0  

合  計 7,193,442 7,013,539 2.6 100.0% 

 

 
71億9,344万2千円（前年度対比 2.6％・構成比 19.9％） 市税 

普通交付税 119億円 

特別交付税 9億5,000万円 

  

 地方公務員給与の削減による普通交付税の減額が見込まれるも

のの、新たな算定費目である地域の元気づくり推進費（仮称）の創

設や合併特例債の借入に伴う基準財政需要額の増額により、当初予

算では昨年度と同程度の額を見込んでいます。 

  

 

 
128億5,000万円（前年度対比 0.0％・構成比 35.5％） 地方交付税 

114.3  117.9  122.0  119.0  119.0  

13.0  
13.9  14.4  9.5  9.5  

60  

80  

100  

120  

H21決算 H22決算 H23決算 H24予算 H25予算 

(億円) 
地方交付税額の推移 特別交付税 

普通交付税 

131.8 127.3 136.4 128.5 128.5 

●主な使用料  市営住宅等の住宅使用料 1億7,886万6千円 

幼稚園保育料、預かり保育保育料 3,890万円 

道路占用料、法定外公共物等の使用料 2,915万4千円 

柏原斎場、氷上斎場等の使用料等 2,162万4千円 

●主な手数料  ごみ収集、ごみ持込、浄化槽維持管理等の手数料 2億4,169万円 

戸籍、住民票、印鑑証明、諸証明の手数料 2,616万円 

●診療収入   休日診療所の診療収入 1,092万6千円 

 
6億1千円（前年度対比 △ 3.0％・構成比 1.7％） 使用料及び手数料 

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

譲与税には、地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税があります。 

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

自動車取得税交付金、地方特例交付金及び交通安全対策特別交付金があります。 

 
11億4,410万円（前年度対比 △ 8.7％・構成比 3.1％） 地方譲与税・交付金 
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主なもの 

財政調整基金繰入金 8億6,400万円 

減債基金繰入金 6億5,000万円 

特定目的基金繰入金 6億4,104万9千円 
地域振興基金繰入金 4億6,040万円 

学校等整備基金繰入金 4,000万円 

地域づくり基金繰入金 1億60万円  

地域医療緊急対策事業基金繰入金 1,000万円 

企業誘致促進基金繰入金 1,300万円 
 

（詳細は54頁の「基金の残高見込一覧」をご覧ください） 

 
21億5,872万4千円（前年度対比 15.2％・構成比 6.0％） 繰入金 

一般廃棄物処理施設建設事業、国庫交付金等道路整備事業、水道施設統合整備事業繰出金などの継続事業に加え、幼保一元化

事業、防災行政無線整備事業など増額計上した事業があり、市全体として増額となっています。 

投資的経費等に充当する市債は、40億7,740万円を計上し、前年度対比14.0％増となっています。 

また、普通交付税の振替措置である臨時財政対策債については、平成24年度確定額に国の地方債計画の増減率1.1％（市町村）

を乗じ15億1,800万円、前年度対比0.4％減を見込んでいます。 

主なもの 

 ●辺地対策事業債 1億620万円 
防災行政無線整備事業、辺地対策道路整備事業など 

    ●公共事業等債 1,570万円 
急傾斜地崩壊対策事業、震災対策農業水利施設整備事業など 

    ●合併特例債 39億5,550万円 
防災行政無線整備事業、幼保一元化事業、水道施設統合整備事業繰出金、 

一般廃棄物処理施設建設事業、国庫交付金等道路整備事業、小学校施設整備事業、など 

●臨時財政対策債 15億1,800万円 

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

区    分 
平成23年度以前 

（借入額） 

平成24年度 平成25年度 

(発行予定額) 
合 計 発行上限額 

（H23分借入見込額） （借入予定額） 

建 設 事 業 分 14,964,200 1,542,200 3,249,600 3,955,500 23,711,500 38,937,400 

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

合 計 18,764,200 1,542,200 3,249,600 4,069,500 27,511,500 42,737,400 

※平成24年度（H23分借入見込額）欄は、平成23年度からの繰越分を記載しています。 

 
55億9,540万円（前年度対比 9.7％・構成比 15.5％） 市債 

●国庫支出金  25億5,246万9千円（前年度対比 △1.2％） 

主なもの  児童手当負担金 8億316万7千円 

障害福祉サービス等給付費負担金 4億260万円 

保育所運営費負担金 3億9,399万3千円 

生活保護費負担金 3億2,282万4千円 

循環型社会形成推進交付金 2億562万5千円 

 

●県支出金   23億6,637万円（前年度対比 30.3％） 
主なもの  安心こども基金事業補助金 3億8,166万円 

障害福祉サービス等給付費負担金 2億130万円 

保育所運営費負担金 1億9,699万6千円 

児童手当負担金 1億7,626万3千円 

地域介護拠点整備費補助金 1億6,880万円 

 
49億1,883万9千円（前年度対比 11.8％・構成比 13.5％） 国庫支出金及び県支出金 

主なもの 

●貸付金元利収入  中小企業経営改善資金預託金元金収入 4億円 

●雑入       給食事業収入 3億2,786万9千円 

消防団員退職報償金 9,000万円 

 
10億5,295万9千円（前年度対比 29.0％・構成比 2.9％） 諸収入 
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議会費は、定数削減に伴う議員報酬、議員共済会負担金等の減額により、前年度対比11.5％の減少となって

います。 

総務費は、防災無線整備事業、自治会活動事業、資産税賦課徴収事業などの増額により、前年度対比17.7％

の増加となっています。 

民生費は、児童手当支給事業などが減額していますが、障害者福祉サービス等給付事業、幼保一元化事業な

どの増額により、前年度対比15.3％の増加となっています。 

衛生費は、一般廃棄物処理施設建設事業などが増額していますが、水道事業会計繰出金などの減額により、

前年度対比8.4％の減少となっています。 

労働費は、重点分野雇用創造事業の減額により、前年度対比6.4％の減少となっています。 

農林水産業費は、林業補助金交付事業などの増額により、前年度対比8.6％の増加となっています。 

商工費は、商工振興事業の増額により、前年度対比17.6％の増加となっています。 

土木費は、国庫交付金等道路整備事業、辺地対策道路整備事業や大手会館改修事業などの減額により、前年

度対比17.2％の減少となっています。 

消防費は、庁舎設備整備事業などの増額により、前年度対比23.8％の増加となっています。 

教育費は、小学校施設整備事業、学校給食施設整備事業などの増額により、前年度対比5.0％の増加となっ

ています。 

公債費は、繰上償還の実施に伴う利子効果額の影響などにより、前年度対比1.1％の減少となっています。 

（単位：千円、％） 

区    分  
平成25年度 平成24年度 増減額 

（A)-(B） 
増減率 

予算額(A) 構成比 予算額(B) 構成比 

1 議 会 費 
議員の報酬や議会事務局職員の人件費、

議会運営などに係る経費です。 
227,933 0.6 257,513 0.7  △ 29,580 △ 11.5 

2 総 務 費 

庁舎などの管理事務に関する経費、企画

調整事務、財政・財務管理に要する経費

のほか、市税の賦課・戸籍住民基本台帳・

選挙・統計調査に係る経費です。 

4,031,562 11.1 3,426,741 9.9  604,821 17.7 

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。 
10,354,176 28.6 8,979,762 26.0  1,374,414 15.3 

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。 

3,563,014 9.8 3,890,451 11.3  △ 327,437 △ 8.4 

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。 
70,097 0.2 74,882 0.2  △ 4,785 △ 6.4 

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。 
2,425,317 6.7 2,232,759 6.5  192,558 8.6 

7 商 工 費 
商工業の振興と、中小企業の育成、企業

誘致などに係る経費です。 
928,222 2.6 789,357 2.3  138,865 17.6 

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。 

3,449,672 9.5 4,167,253 12.0  △ 717,581 △ 17.2 

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。 
1,326,083 3.7 1,071,338 3.1  254,745 23.8 

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。 
3,854,547 10.7 3,671,903 10.6  182,644 5.0 

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。 
12,500 0.0 12,500 0.0  0 0.0 

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。 
5,926,877 16.4 5,995,541 17.3  △ 68,664 △ 1.1 

14 予 備 費 
緊急に支出を必要とする場合のための経

費です。 
30,000 0.1 30,000 0.1  0 0.0 

合    計   36,200,000 100.0  34,600,000 100.0  1,600,000 4.6 

 

 

一般会計 362 億円 
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 定員適正化計画に基づく職員数7人の減に伴い常勤一般職の給与費が、前年度対比8,974万６千円の減額となっています。 
 
 

常勤特別職 （市長・副市長・教育長） 4,901万7千円 

   非常勤特別職（議会議員  20人） 1億5,348万9千円 

         （その他 3,781人） 1億4,792万8千円 

常勤一般職 （575人） 47億8,433万1千円※ 
（※普通建設事業に直接従事している職員について、普通建設事業費の事務費から支弁される事業費支弁人件費200万円除く。） 

 
51億3,476万5千円（前年度対比 △ 2.1％・構成比 14.2％） 人件費 

 賃金、需用費、備品購入費などは減額となりましたが、委託料などが増額となり、前年度対比9,318万８千円の増額となって

います。 

 

 （参考）賃金の推移                                       （単位：千円） 

H17決算 H18決算 H19決算 H20決算 H21決算 H22決算 H23決算 H24予算 H25予算 

693,139 658,458 735,403 731,533 730,999 723,019 741,079 806,046 783,010 

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

 
46億5,294万9千円（前年度対比 2.0％・構成比 12.9％） 物件費 

 主な増額の要因として、障害福祉サービス費が前年度対比7,176万円、乳幼児等医療費が前年度対比3,995万６千円の増額とな

っています。 
 
   民生関係の扶助費 44億7,666万7千円 
    （生活保護扶助費、児童手当給付金、保育所運営費など） 

   教育関係の扶助費 5,423万8千円 
    （特別支援教育就学奨励費、要保護・準要保護児童就学援助費など） 

   保健衛生関係の扶助費 94万3千円 
    （未熟児養育医療費、予防接種扶助費） 

 
45億3,184万8千円（前年度対比 1.1％・構成比 12.5％） 扶助費 

平成13年度以降、普通交付税の振替措置である臨時財政対策債の借入額が大幅に増加したことや、合併後では合併特例債の借

入増に伴い、公債費（市債の返済）は毎年度増加傾向にありました。 

 しかし、繰上償還を平成17年度から平成23年度までに約120億円、平成24年度は20億円を行うことにより、市債残高が平成17

年度末と比較すると約120億円減少する見込みです。 

 繰上償還による市債残高の縮減により公債費（市債の返済）が横ばい傾向となりました。 

 

   元金  53億7,373万4千円 （うち繰上償還 民間資金 13億円） 

   利子   5億5,314万3千円 （うち一時借入金利子  1,003万円） 

 

 
59億2,687万7千円（前年度対比 △ 1.1％・構成比 16.4％） 

 
公債費 

主なもの 

    社会福祉協議会補助金 1億881万7千円 

県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 8億5,242万3千円 

水道事業会計繰出金 2億4,045万7千円 

篠山市清掃センター運営負担金 1億625万1千円 

氷上多可衛生事務組合負担金  1億541万8千円 

消防団員退職報奨金 9,000万円 

 

 
37億6,245万5千円（前年度対比 4.5％・構成比 10.4％） 補助費等 
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財政調整基金や減債基金など各基金への積立金及び利子積立金を計上しています。 
（詳細は、54頁の「基金の残高見込一覧」をご覧ください。） 

主な積立金  

庁舎整備事業基金 １億5,000万円   情報基盤整備基金 １億円   学校等整備基金 5,000万円 
 

 

 
3億3,943万5千円（前年度対比 △ 6.0％・構成比 0.9％） 積立金 

公共施設の補修等に係る維持補修費は前年度対比3,211万８千円の増額となりましたが、水道施設統合整備事業に係る水道事

業会計への出資金が４億100万円の減額となり、全体では２億1,888万２千円の減額となっています。 

 

維持補修費 5億2,392万円 

災害復旧事業費 1,250万円 

投資及び出資金・貸付金 7億5,900万円 
水道事業会計繰出金（出資金） 3億3,900万円 

中小企業振興資金貸付金 4億円 

医師研究資金貸付金 2,000万円 

予備費 3,000万円 

 
13億2,542万円（前年度対比 △ 14.7％・構成比 3.7％） その他の歳出 

前年度と比べ、下水道特別会計繰出金が882万５千円の増額、介護保険特別会計保険事業勘定繰出金が1,258万７千円の増額、

介護保険特別会計サービス事業勘定繰出金が884万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 3億7,763万円 

国民健康保険特別会計直診勘定 3,755万5千円 

介護保険特別会計保険事業勘定 9億3,023万6千円 

介護保険特別会計サービス事業勘定 3,126万6千円 

後期高齢者医療特別会計 2億953万6千円 

訪問看護ステーション特別会計 806万3千円 

下水道特別会計 25億213万6千円 

農業共済特別会計 4,000万円 

 
41億3,642万2千円（前年度対比 0.3％・構成比 11.4％） 繰出金 

幼保一元化事業や一般廃棄物処理施設建設事業の増額により、前年度より36.3％の大幅な増額となっています。国県支出金、

市債、基金繰入金などの特定財源が50億1,060万７千円と前年度対比45.5％増となり、一般財源が13億7,922万２千円と前年度対

比10.8％増となっています。 
（詳細は、55・56頁の「主な普通建設事業の一覧」をご覧ください。） 

 

主な事業  幼保一元化事業 14億2,877万円 

      一般廃棄物処理施設建設事業 6億2,455万6千円 

      国庫交付金等道路整備事業  6億2,180万円 

      市単独道路整備事業 1億8,800万円 

      交通安全施設等整備事業 1億300万円 

      大手会館改修事業 1億3,100万円 

      小学校施設整備事業 5億7,312万1千円 

 
63億8,982万9千円（前年度対比 36.3％・構成比 17.7％） 普通建設事業費 
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57 

55 
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55 
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（億円） 市債残高 

市債残高（Ｈ23までは決算、Ｈ24以降は見込） 市民1人当たりの市債残高 
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（単位：千円、％） 

目的別 

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

歳 

出 

性 

質 

別 

経 

費 

人 件 費 206,014 1,672,122 659,775 484,782 
 

285,254 84,187 346,353 

物 件 費 18,607 767,849 534,374 936,865 27,392 163,294 117,398 111,630 

維 持 補 修 費 
 

16,189 2,886 70,845 963 5,530 3,020 319,219 

扶 助 費 
  

4,476,667 943 
  

 
 

補 助 費 等 3,312 383,028 1,481,602 865,034 41,742 379,439 319,434 6,493 

普通建設事業費 
 

910,027 1,649,470 779,049 
 

452,195 3,036 1,282,700 

災害復旧事業費 
      

 
 

公 債 費 
      

 
 

積 立 金 
 

282,347 734 1,624 
  

1,147 
 

投資及び出資金 

･ 貸 付 金    
359,000 

  
400,000 

 

繰 出 金 
  

1,548,668 64,872 
 

1,139,605  1,383,277 

予 備 費 
      

 
 

歳 出 合 計 227,933 4,031,562 10,354,176 3,563,014 70,097 2,425,317 928,222 3,449,672 

構成比（目的別） 0.6  11.1  28.6  9.8  0.2  6.7  2.6  9.5  

財 

源 

内 

訳 

国 県 支 出 金 
 

204,281 3,915,042 216,772 23,306 312,311 8,489 153,444 

地 方 債 
 

540,000 883,200 746,600 
 

64,900  898,300 

そ の 他 
 

362,310 420,532 500,046 156 145,094 121,639 42,931 

一 般 財 源 227,933 2,924,971 5,135,402 2,099,596 46,635 1,903,012 798,094 2,354,997 

 
      目的別 

 性質別 
消防費 教育費 災害復旧費 公債費 予備費 合 計 

構成比 

（性質別） 

歳 
出 
性 

質 

別 

経 

費 

人 件 費 599,277 797,001 
   

5,134,765 14.2 

物 件 費 83,097 1,892,443 
   

4,652,949 12.9 

維 持 補 修 費 601 104,667 
   

523,920 1.4 

扶 助 費  54,238 
   

4,531,848 12.5 

補 助 費 等 167,143 115,228 
   

3,762,455 10.4 

普通建設事業費 474,334 839,018 
   

6,389,829 17.7 

災害復旧事業費  
 

12,500 
  

12,500 0.0 

公 債 費  
  

5,926,877 
 

5,926,877 16.4 

積 立 金 1,631 51,952 
   

339,435 0.9 

投資及び出資金 

･ 貸 付 金 
 

    
759,000 2.1 

繰 出 金  
    

4,136,422 11.4 

予 備 費  
   

30,000 30,000 0.1 

歳 出 合 計 1,326,083 3,854,547 12,500 5,926,877 30,000 36,200,000 100.0 

構成比（目的別） 3.7  10.7  0.0  16.4  0.1  100.0   

財 

源 

内 

訳 

国 県 支 出 金 1,086 84,108 
   

4,918,839 13.6 

地 方 債 417,600 526,800 
   

4,077,400 11.3 

そ の 他 109,647 486,641 
 

149,838 
 

2,338,834 6.4 

一 般 財 源 797,750 2,756,998 12,500 5,777,039 30,000 24,864,927 68.7 

 

一般会計目的別性質別予算一覧 
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財政構造の弾力性（ゆとり）を判断するための指標です。 

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

出される経費（経常的な支出）に必要な一般財源の割合です。 

 この割合が低いほど、財政にゆとりがあり、さまざまな財政需要の変化に柔軟に対応できることを示しています。一般的に

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

 

 

 

 

経常収支比率は、当初予算比較で前年度から0.7ポイント改善した92.9％を見込んでいます。 

 歳出では、物件費、維持補修費、扶助費、繰出金が増加しましたが、人件費、公債費は減少し、経常的経費は減少しました。 

歳入では、地方交付税は同額、地方譲与税・交付金、臨時財政対策債は減少しましたが、地方税の増額を見込んだ結果、経

常一般財源等が増加し、全体として経常収支比率が改善しています。 

 今後については、下水道事業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、人件費、公債費、物件費などに係

る数値について、更なる改善に取り組むことが必要です。 

 

 
経常収支比率（他市との比較）  （単位：％） 

区  分 Ｈ21決算 Ｈ22決算 Ｈ23決算 

丹 波 市 88.1 82.2 84.1 

西 脇 市 90.0 89.3 89.8 

篠 山 市 88.9 85.2 100.7 

朝 来 市 89.3 87.7 86.6 

三 田 市 98.2 93.4 93.9 

豊 岡 市 86.9 87.0 87.4 

養 父 市 87.5 82.9 86.4 

兵庫県平均 94.4 91.8 92.3 

類似団体平均 88.1 84.3 － 

 

経常収支比率（財政の弾力性） 

 

 

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年度までは、合併により財政力指数が少しずつ上昇

していますが、平成20年度以降は下降傾向にあります。また、

県平均、類似団体平均よりも下回っています。 
 

財政力指数（自前の財源指数） 

解説 explain 
 

分析 analyze 
 

解説 explain 
 

分析 analyze 
 

指標でみる丹波市の財政状況 

財政指標 

丹波市 

0.426  

0.446  

0.467  
0.489  0.485  0.476  

0.454  0.441  0.435  

兵庫県平均 

0.620  

 

0.630  

 

0.650  

0.660  

 

0.660   

0.630  

類似団体平均 

0.640  

 

0.690  

 

0.720  0.720  

 

0.650  
 

0.570  

0.200 

0.400 

0.600 

0.800 

Ｈ16決算 Ｈ17決算 Ｈ18決算 Ｈ19決算 Ｈ20決算 H21決算 H22決算 H23決算 H24見込 

93.2 

94.4 

90.0 

98.5 96.9 

92.9 
93.7 93.6 

丹波市当初予算 

           92.9 
 

89.5 

85.2 

89.9 

89.7 89.7 

88.1 

82.2 

84.1 

丹波市決算（見込）

85.8 

県内市町平均 

94.8 
93.6 

93.1 

95.3 

94.9 
94.4 

91.8 
92.3 

類似団体平均 

80 

90 

100 

Ｈ16決算 Ｈ17決算 Ｈ18決算 Ｈ19決算 Ｈ20決算 Ｈ21決算 Ｈ22決算 Ｈ23決算 H24見込 H25見込 

％ 経常収支比率の状況（H23までは決算、H24･H25は見込み） 

丹波市当初予算 

丹波市決算（見込） 

県内市町平均 

類似団体平均 
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自治体の「経常的な一般財源（市税、譲与税・交付金、普通交付税の標準額）収入」に対する「外郭団体なども含めた将来

的に負担が見込まれる負債（借入金返済など）」の割合です。 

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

す。 
  350％以上  「早期健全化団体」＝イエローカード 

健全化計画の策定・外部監査が義務化 

 

 

平成25年度は、前年度から0.6ポイント悪化した57.6％を見込み

ましたが、早期健全化となる基準以内となっています。 

これは、合併後、毎年繰上償還を実施していることにより、市

債の残高を抑えているためです。 

 実質公債費比率と同様、引き続き繰上償還を実施して市債残高

（借金残高）を抑える必要があります。 

 
 

※H24・H25の丹波市見込は、平成24年12月作成の「平成24年度財政収支見通し」から引

用しています。 

将来負担比率（外郭団体なども含め自治体が将来に負担すべき借金の割合） 

 

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

の財政負担の程度を示すものです。 

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

適用され、新しい財政指標の一つとして位置付けられています。 

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

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

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

 
   18％以上  市債発行に県の許可が必要 

   25％以上  「早期健全化団体」＝イエローカード 

単独事業に係る市債発行が制限、健全化計画の策定・外部監査が義務化 

   35％以上  「財政再生団体」＝レッドカード 

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

 

 

平成25年度は、前年度から2.3ポイント改善した9.5％を見込んでおり、市債発行に許可が必要となる18％以下の水準以内と

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

しかし、平成23年度決算では、県平均・全国平均よりも悪い状態です。 

今後、丹波市の収入の約４割を占める地方交付税は、平成27年度から段階的に減少し、平成32年度には現在より30億円以上

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

 
実質公債費比率（他市との比較）    （単位：％） 

区 分 Ｈ21決算 Ｈ22決算 Ｈ23決算 

丹 波 市 15.5 14.6 13.1 

西 脇 市 14.8 13.3 12.1 

篠 山 市 22.7 22.5 22.7 

朝 来 市 18.9 17.9 17.0 

三 田 市 15.7 14.6 12.2 

豊 岡 市 19.4 18.8 18.3 

養 父 市 21.6 18.7 16.5 

兵 庫 県 平 均 13.3 12.7 12.0 

全 国 平 均 11.2 10.5 9.9 

類似団体平均 14.5 13.6 － 
 

 

※H24・H25の丹波市見込は、平成24年12月作成の「平成24年度財政収支見通し」から引用しています。 

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（他市との比較）                （単位：％） 

区 分 Ｈ22決算 Ｈ23決算 Ｈ24見込 Ｈ25見込 

丹 波 市 85.8 58.7 57.0  57.6  

西 脇 市 103.9 97.2 － － 

篠 山 市 256.4 247.1 － － 

朝 来 市 119.9 96.0 － － 

三 田 市  
 

－ － 

豊 岡 市 168.7 153.4 － － 

養 父 市 144.8 121.1 － － 

兵庫県平均 127.7 111.6 － － 

全 国 平 均 79.7 69.2 － － 

 

解説 explain 
 

分析 analyze 
 

解説 explain 
 

分析 analyze 
 

13.7 

15.6 

16.0  
16.3 

15.5  

14.6 

 

13.1  

11.8 

丹波市 

9.5 

県内市町平均 

19.3 
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14.6 

14.0 
13.3 

12.7 
12.0 

14.8 
15.1 

12.3 
全国平均 

11.8 11.2 

10.5 
9.9 

類似団体平均 

15.6 
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14.3 

14.1 14.5 

13.6 

9 

14 

19 

Ｈ17決算 Ｈ18決算 Ｈ19決算 Ｈ20決算 Ｈ21決算 Ｈ22決算 Ｈ23決算 Ｈ24見込 Ｈ25見込 

％ 
実質公債費比率の状況（H23までは決算、H24･H25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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地方公共団体が財政上必要とする資金を国や金融機関などから長期にわたって借り入れるお金です。 

 

 

 

平成25年度末見込みで一般会計358億円、特別会計と公営企業会計（水道事業会計）を含めると全会計の合計は810億円とな

り、合併後に毎年繰上償還を実施しているため、平成16年度末から251億円減少しています。 

また、市民１人当たりの平成23年度末市債残高は53万円で、類似団体（平成22年度末47万円）と比較すると６万円上回ってお

り、後世への負担を少しでも軽減するため、繰上償還や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。 

                                    

 
  

466 476 440 429 409 399 382 363 356 358 

535 521 
506 469 448 428 388 370 354 336 

60 64 
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77 83 
110 114 117 116 

1,061 1,061 1,012 978 934 910 880 847 827 810 
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Ｈ16決算 Ｈ17決算 Ｈ18決算 Ｈ19決算 Ｈ20決算 Ｈ21決算 Ｈ22決算 Ｈ23決算 Ｈ24見込 Ｈ25見込 

億円 
市債残高（全会計） 一般会計 

特別会計 

水道事業会計 

市債残高（市の借金） 

 

 

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 

 

 

 

合併後、合併特例債（借金）を借りて地域振興基金を40億円積み立てた後、平成20年度、21年度に各会計の財源調整や各

種事業実施のために基金を取り崩したため基金残高が減少しましたが、平成22年度以降は増加傾向にあります。平成22年度

からは歳計剰余金を地域振興基金として積み立て、翌年度以降の地域振興事業の財源として活用しています。平成27年度以

降の普通交付税の減少に備え、財政規模に対応した基金残高の維持確保が必要です。 
（※基金残高の内訳は、54頁の「基金の残高見込一覧」をご覧ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※H24末年度残高(見込み）は、平成24年度1２月補正時点の額によるものです。 

 

基金残高（市の貯金） 

解説 explain 
 

分析 analyze 
 

※「１人当たり」の数値は、平成24年３月31日現在の住民基本

台帳人口（68,703人）で算出しています。 

解説 explain 
 

分析 analyze 
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丹波市 豊岡市 西脇市 三田市 篠山市 養父市 朝来市 

万円 市民1人当たりの市債残高（普通会計 他市との比較） 

Ｈ23市民一人当たり 

※「１人当たり」の数値は、平成24年３月31日現在の住民基本

台帳人口（68,703人）で算出しています。 
※H24 見込は、平成 24年 12 月末現在のものです。 
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億円 基金の状況 （全会計） 

①財政調整基金 ②減債基金 

③特定目的基金（地域振興基金除く） ④特定目的基金（地域振興基金） 

⑤特別会計基金 
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万円 市民１人当たりの基金残高（普通会計：他市との比較） 

Ｈ23市民一人当たり 
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平成33年度までの財政収支見通しを一般財源ベースで作成しました。 
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H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 

百万円 

臨時財政対策債（合併算定替） 普通交付税（合併算定替） 
臨時財政対策債（一本算定） 普通交付税（一本算定） 

普通交付税及び臨時財政対策債の推移 

臨時財政対策債（一本算定） 

普通交付税（一本算定） 

臨時財政対策債（合併算定替） 

普通交付税（合併算定替） 

396 486 
1,070 

1,588 

725 
185 △ 573 △ 1,150 △ 1,333 △ 2,203 

△ 3,000 

△ 2,000 

△ 1,000 

0 

1,000 

2,000 

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 

歳入歳出差引（基金取り崩し前の収支不足の見込み） 

普通交付税の特例措置が段階的に削減

されるため、収支不足が拡大 

（百万円） 

今後の財政収支見通し 

収支見通し 

 水道施設統合整備事業への繰出金、下水道事業への繰出金の負担継続、さらには学校施設整備や道路、

農林施設等の基盤整備を計画する中、財政の健全性を維持するため、人件費では職員の定員適正化計画

による減額を、また、地方債残高の縮減に向けては、新たな借入れの抑制と繰上償還の重点的な実施を

見込んでいます。 

 投資的経費についても、各種事業計画をもとに算定しており、平均で年間約12億６千万円（一般財源

ベース）の事業費を見込んでいます。 

 なお、財政収支見通しの策定にあたっては、平成23年度決算額及び平成24年度予算額などを基準とし、

国の地方財政計画の水準が今後も維持されることを前提に算定していますが、普通交付税は平成27年度

から平成31年度までの５年間で段階的に減少し、平成32年度からは30億円以上の減収となります。 

 

前提条件 

一本算定となる

H32には▲30億

円以上 

 収支見通しでは平成33年度には、約22億円の収支不足となる見込みです。 

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

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

す。 

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

今後の財政運営の課題 
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市債借入予定額一覧 

（単位：千円） 

会 計 区 分 基 金 名 
H23末残高 

（決算） 

H24末残高 

（見込み） 

H25増減額 H25末残高 

（見込み） 利子積立 基金積立 基金取崩 

一 般 会 計 

財政調整基金 6,612,969 5,987,934 21,260 720 864,000 5,145,914 

減債基金 1,038,375 1,042,065 3,648 
 

650,000 395,713 

地域振興基金 4,265,090 4,143,040 
  

460,400 3,682,640 

学校等整備基金 505,759 557,531 1,952 50,000 40,000 569,483 

福祉基金 206,897 207,622 728 
 

7,300 201,050 

一般廃棄物処理施設整備事業基金 349,265 350,488 1,227 
  

351,715 

コミュニティ・プラント整備事業基金 81,864 82,151 288 
  

82,439 

消防防災施設等整備基金 464,330 465,956 1,631 
  

467,587 

地域づくり基金 631,702 559,014 1,957 
 

100,600 460,371 

愛育基金 1,668 1,270 6 
 

240 1,036 

地域医療緊急対策事業基金 43,973 31,135 109 
 

10,000 21,244 

丹波竜基金 2,882 2,892 11 
 

1,810 1,093 

交通安全基金 31,954 29,918 106 
 

3,146 26,878 

情報基盤整備基金 200,371 301,073 1,055 100,000 
 

402,128 

産科医療体制整備事業基金 100,000 100,000 
   

100,000 

企業誘致促進基金 360,073 327,537 1,147 
 

13,000 315,684 

丹波市ふるさと寄附金基金 7,301 9,336 
 

3,000 4,553 7,783 

庁舎整備事業基金 
 

168,346 590 150,000 
 

318,936 

一 般 会 計   計 14,904,473 14,367,308 35,715 303,720 2,155,049 12,551,694 

国民健康保険特別会計事業勘定 国民健康保険財政調整基金 326,204 327,143 1,146 
  

328,289 

国民健康保険特別会計直診勘定 国民健康保険直営診療施設財政調整基金 56,138 39,876 140 
 

35,139 4,877 

介護保険特別会計保険事業勘定 介護保険給付費準備基金 104,919 191,203 669 1 31,120 160,753 

下 水 道 特 別 会 計 下水道事業基金 764,139 790,075 2,765 
 

25,664 767,176 

地 方 卸 売 市 場 特 別 会 計 地方卸売市場基金 10,304 706 3 1,881 
 

2,590 

駐 車 場 特 別 会 計 市営駐車場整備基金 54,806 59,745 210 3,877 
 

63,832 

合    計 16,220,983 15,776,056 40,648 309,479 2,246,972 13,879,211 

※H24末残高（見込み）は、平成24年度12月補正後の予算額によるものです。 

基金の残高見込一覧 

起 債 名 称 事  業  名 発行予定額 
（千円） 

辺 地 対 策 事 業 債 

 

発行予定額：106,200千円 

テレビ共同受信施設格差是正事業 8,700 

防災行政無線整備事業 27,900 

自治公民館等施設整備事業 27,000 

辺地対策道路整備事業 42,600 

公 共 事 業 等 債 

 

発行予定額：15,700千円 

特定農業用管水路等特別対策事業 700 

県営経営体育成基盤整備事業 2,700 

震災対策農業水利施設整備事業 4,000 

急傾斜地崩壊対策事業 8,300 

一 般 単 独 ・ 合 併 特 例 債 

 

発行予定額：3,955,500千円 

テレビ共同受信施設格差是正事業 23,900 

丹波竜活用事業 58,100 

防災行政無線管理運営事業 394,400 

幼保一元化事業  883,200 

水道事業 339,000 

一般廃棄物処理施設建設事業 401,900 

下水処理状況管理装置整備事業 

（コミュニティ・プラント事業、農業集落排水事業、特定環境保全公共下水道事業） 
79,400 

広域道路ネットワーク事業 

（国庫交付金等道路整備事業、交通安全施設等整備事業、プロジェクト関連事業） 
768,000 

空き家再生等推進事業 62,200 

改良住宅等関連事業 1,000 

常備防災整備事業 58,800 

非常備防災整備事業 153,600 

施設整備事業 205,200 

教育施設整備事業（小学校・学校給食施設整備事業） 526,800 

臨 時 財 政 対 策 債 
 

1,518,000 

合  計 5,595,400 
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（単位：千円） 

款 項 目 小事業名称 事業概要 事業費 
特定財源 一般 

財源 国 県 
支出金 

市債 その他 

02 

総

務

費 

01 01 一般管理費 一般管理事業 本庁舎職員駐車場整備工事 16,336  
   

16,336  

05 財産管理費 分庁舎管理事業 春日庁舎空調設備・給水設備更新工事 

春日庁舎公用車更新 
125,735  

   
125,735  

06 企画費 定住化促進対策事

業 

転入者等新築・新規購入・改修に係る補助金 

２世帯同居に伴う新築・新規購入・改修に係る補助金 
10,000  

  
10,000    

丹波竜活用事業 丹波竜の里周辺整備（遊歩道整備、ふれあい広場整備、

化石産状モニュメント設置など） 

丹波竜化石工房（屋外）恐竜壁面モニュメント設置、化

石発見現場案内誘導看板設置工事 

115,400  40,700  58,100  
 

16,600  

07 情報システ

ム費 

情報システム管理

事業 

人事異動等に伴うLAN配線工事 

情報系パソコン購入費（140台）、プリンター購入費（14

台） 

22,200  
   

22,200  

09 地域づくり

推進費 

地域づくり総務費 自治協議会の活動拠点施設大規模改修（２施設）に係る

補助金 
6,000  

  
6,000  

 

13 災害対策費 災害対策事業 各小学校区内の拠点施設（避難所未指定分）への避難所

看板設置工事（12箇所） 

丹波市役所ＴＶ会議システム機器更新 

14,205  
   

14,205  

防災行政無線整備

事業 

地域情報通信システム（防災行政無線）整備（青垣・山

南地域） 
443,228  

 
422,300  

 
20,928  

15 地域情報基

盤整備費 

テレビ難視聴解消

事業 

共聴施設新設・改修工事に対する補助金 
37,978  

 
32,600  3,974  1,404  

20 諸費 自治会活動事業 自治公民館新築・改築（２自治会）、自治公民館改修（18

自治会）、グラウンド新設・改修（14自治会）に係る補

助金 

110,100    27,000  83,100    

03 

民

生

費 

01 01 社会福祉総

務費 

防犯推進事業 防犯灯設置工事（添架式200基、支柱式20基） 

LED防犯灯設置に対する補助金 3,000基 
38,800  

  
35,000  3,800  

03 障害福祉費 障害福祉総務費 福祉送迎サービス事業（おでかけサポート）用車両購入

（福祉車両３台） 
7,300  

  
7,300    

04 老人福祉費 老人福祉総務費 地域密着型特別養護老人ホーム（１施設）、小規模多機

能型居宅介護拠点（１施設）の整備に対する補助金 
168,800  168,800  

   

02 04 保育所費 幼保一元化事業 認定こども園施設整備に係る測量、土地購入、造成工事

（柏原１ヶ所、氷上２ヶ所、春日２ヶ所） 

こども園施設整備に係る補助金（８ヶ所） 

1,428,770  354,000  883,200    191,570  

04 

衛

生

費 

01 04 環境衛生費 新・省エネルギー

普及事業 

太陽エネルギー普及加速化による地域活性化補助金 
10,200  

  
10,200    

08 斎場費 斎場管理運営事業 斎場火葬炉の維持修繕工事  9,765  
   

9,765  

02 02 塵芥処理費 施設共通事業 焼却施設（ひかみ、春日、市島クリーンセンター）設備

補修工事 
121,000  

   
121,000  

一般廃棄物処理施

設建設事業 

（仮称）丹波市クリーンセンター建設工事（周辺整備も

含む） 
624,556  201,482  401,900  

 
21,174  

05 生活排水対

策費 

浄化槽設置整備事

業 

浄化槽共同設置等整備、浄化槽設置整備事業に係る補助

金 
13,429  4,143  

  
9,286  

06 

農

林

水

産

業

費 

01 03 農業振興費 野猪等防除事業 獣害防止柵設置等に対する補助金 

シカの有効活用処理施設整備に対する補助金 

有害鳥獣捕獲用わな（ＡＩゲート）購入 

37,838 14,825 
 

8,100 14,913 

05 農地費 基盤整備事業 県営経営体育成基盤整備事業（氷上町稲畑・佐野地区）、

県営基幹水利施設ストックマネジメント事業、県営特定

農業用管水路等特別対策事業（市島地域）に対する負担

金 

5,613    3,400  1,812  401  

市単独土地改良事

業 

市単独土地改良事業に対する補助金 
22,000  

   
22,000  

ため池整備事業 震災対策農業水利施設整備に係る調査 

震災対策農業水利施設、地域ため池整備に対する負担金 

ため池防護柵等設置に対する補助金 

21,450  14,240  4,000  70  3,140  

土地改良施設維持

管理適正化事業 

清住揚水機場に係る工事 

適正化事業負担金（５件） 
8,883  

  
8,844  39  

中山間地域総合整

備事業 

農業用排水路・揚水機（上新庄、野坂、小川中央、和田）

整備 

大稗ほ場整備に係る換地業務、調査、整備工事など 

126,765  84,779  
 

26,620  15,366  

農村総合整備事業 春日（三井庄、野上野）・氷上（常楽）に係る農地整備

工事 
20,900  11,676  

 
5,241  3,983  

地域農業水利施設

整備事業 

揚水機場に係る工事 
8,000  4,237  

 
2,320  1,443  

02 02 林業振興費 林業補助金交付事

業 

造林事業、環境対策育林事業（森林管理100％事業）、

間伐材利用促進事業、作業道整備促進事業、木質バイオ

マス利活用施設（木材チップ製造施設）整備事業に対す

る補助金 

165,739  
  

30,910  134,829  

丹波里山整備事業 広葉樹林の整備（不要木、不良木の除去）、針葉樹林除

間伐及び管理歩道の設置（市島地域） 
5,600  

   
5,600  

03 林業施設費 治山事業 治山工事（県単独治山事業；岩屋地区） 

市単独補助治山事業、山林出水対策事業に対する補助金 
22,366  10,933  

 
2,733  8,700  

 

主な普通建設事業の一覧 
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（単位：千円） 

款 項 目 小事業名称 事業概要 事業費 
特定財源 一般 

財源 国 県 
支出金 

市債 その他 

08 
土
木
費 

01 
  

01 
  

土木総務費 
  

土木総務費 現場技術業務委託料 11,000  
 

500  
 

10,500  

法定外公共用財産

管理事業 

法定外公共物整備補助金 
7,000  

   
7,000  

02 03 道路新設改
良費 

国庫交付金等道路

整備事業 

特19号線、中央293号線、市第40号線、田路第3号線、上

田喜多線、上牧春日町線、森文室線、春日栗柄線、井原

岩屋線、特15号線に係る道路整備事業費 

621,800  22,000  569,800  
 

30,000  

市単独道路整備事

業 

市第20号線、北中第8号線、玉巻6号線、前川4号線、太

田1号線、平井本線、西291号線、特16号線、南109号線、

才木谷線、黒井間線、棚原七日市線、くろい新川線、北

奥神池線、与戸戸坂線、大名草中央線に係る道路整備事

業費 

188,000  
 

48,600  
 

139,400  

辺地対策道路整備

事業 

南118号線、新道貝市の貝線（市の貝橋）、与戸乙河内

線に係る道路整備事業費 
42,700  

 
42,600  

 
100  

交通安全施設等整

備事業 

南多田第6号線、特21号線、大河池谷線、谷川農免線、

三ツ塚公園線、矢代上鴨阪線に係る道路整備事業費 
103,000  

 
52,200  

 
50,800  

プロジェクト関連

事業 

山崎金屋線に係る道路整備事業費 
100,000  

 
95,000  

 
5,000  

04 橋りょう維
持費 

橋りょう長寿命化

事業 

橋梁補修工事に係る設計委託料 
15,000  7,700  

  
7,300  

03 03 河川改良費 河川改良事業 岡田谷川、山手谷川の河川改良事業費 40,000    
  

40,000  

04 砂防費 急傾斜地崩壊対策

事業 

急傾斜地崩壊対策事業（氷上稲畑地区、氷上井中地区、

市島上竹田(1)地区、春日古河地区、青垣大名草地区、

氷上香良(1)地区、青垣大名草(4)地区）に係る負担金 
11,500    8,300  2,200  1,000  

04 04 公園費 公園管理事業 国領多目的広場の遊具撤去、舗装整備工事 

氷上工業団地第２公園舗装整備工事 
7,500  

   
7,500  

06 05 住宅再生費 大手会館改修事業 大手会館の改修工事 131,000  65,500  62,200    3,300  

09 
消
防
費 

01 03 消防施設費 非常備消防施設整

備事業 

消防詰所新築、解体撤去工事（１箇所） 

小型動力ポンプ（5台）、ポンプ自動車（１台）、普通

積載車（5台）、消防指令車（1台）の購入 
91,813  

 
86,650  

 
5,163  

非常備消防水利整

備事業 

防火水槽新設設工事（10箇所） 

消防施設（防火水槽、消火栓等）整備に係る補助金 99,291  
 

66,950  
 

32,341  

庁舎施設整備事業 消防本部通信指令室増築、訓練塔新築工事 216,051  
 

205,200  
 

10,851  

消防活動車両整備

事業 

化学消防ポンプ自動車更新に係る車体購入、艤装等の費

用 
64,775  

 
58,800  

 
5,975  

10 
教
育
費 

01 06 学校教育総
務費 

教育情報化事業 中学校教育用パソコン更新、タブレット端末等購入 

校務支援システム導入 
86,706  

  
40,000  46,706  

02 01 学校管理費 小学校施設整備事

業 

小学校営繕工事 

新井小学校北校舎改築工事 
573,121  53,992  448,000  

 
71,129  

小学校管理事業 小学校営繕工事 10,000  
   

10,000  

03 01 学校管理費 中学校管理事業 中学校営繕工事 5,600  
   

5,600  

中学校施設整備事

業 

総合治水における流域対策 

中学校営繕工事 
16,630  

   
16,630  

05 07 地域文化振
興費 

ホール管理事業 春日文化ホール、ライフピアいちじま大ホール改修工事

実施設計 

舞台用機材（音響、照明、演出）購入 

25,921  
  

3,326  22,595  

06 04 学校給食費 学校給食管理事業 学校給食センター等営繕工事 

柏原・氷上学校給食センター配送車購入（2台） 
17,950  

   
17,950  

学校給食施設整備

事業 

柏原氷上学校給食センター増築工事、学校給食受入施設

工事（山南地域6校）、給食センター営繕工事 
88,667    78,800  

 
9,867  

※おおむね500万円以上の主な事業を掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

  

普通建設事業費の総額 （単位：千円） 

事業費 
特定財源（5,010,607千円） 

一般財源 
国県支出金 地方債 その他 

6,389,829 1,060,807 3,659,000 290,800 1,379,222 

9,856 

6,886 

2,914 

4,066 4,357 
4,968 

4,468 

3,193 

4,688 

6,390 

4,056 

1,653 1,215 1,380 1,166 1,445 1,169 
681 

1,245 1,379 

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

H16決算 H17決算 H18決算 H19決算 H20決算 H21決算 H22決算 H23決算 H24予算 H25予算 

普通建設事業総額と充当一般財源の推移 

普通建設事業総額 普通建設事業充当一般財源 

百万円 
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●常勤一般職員数（全会計）                             （単位：人） 
区  分 H16.10.31 H16.11.1 H17.4.1 H17.7.1 H18.4.1 H19.4.1 H20.4.1 H21.4.1 H22.4.1 H23.4.1 

職 員 数 837 822 854 822 805 785 763 726 704 689 
増  減 － △ 15 32 △ 32 △ 17 △ 20 △ 22 △ 37 △ 22 △ 15 
採用者数 － 0 39 0 12 8 11 7 9 5 

退
職
者
数 

 － 15 7 32 29 28 33 44 31 20 

内 

訳 

勧奨退職 － － 0 31 14 15 23 32 21 13 

定年退職 － － 3 0 2 3 4 4 6 1 

普通退職 － － 4 1 13 10 6 8 4 6 

区  分 H24.4.1 H25.4.1 H32.4.1 
    

  

職 員 数 668 662 600 ※H32.4.1の職員数は、定員適正化計画に基づく目標値です。 

増  減 △ 21 △ 6 － 
    

  
採用者数 10 18 － 

    
  

退
職
者
数 

 31 24 － 
   

 
 

 

内 

訳 

勧奨退職 20 21 － 
  

 
  

 

定年退職 5 2 － 
  

 
  

 

普通退職 6 1 － 
  

 
  

 

 

●非常勤一般職員数（全会計）                                  （単位：人） 
区  分 H16.11.1 H17.4.1 H17.7.1 H18.4.1 H19.4.1 H20.4.1 H21.4.1 H22.4.1 H23.4.1 H24.4.1 H25.4.1 

職 員 数 384 354 349 306 373 386 398 396 407 396 391 

増

減 

  － △ 30 △ 5 △ 43 67 13 12 △ 2 11 △ 11 △ 5 

内
訳 

採用者数 － 23 0 11 118 71 76 71 78 52 53 

退職者数 － 53 5 54 51 58 64 73 67 63 58 

 

●職員の平均年齢・平均給料月額・平均給与月額（一般会計）

 
 

●職員給料総額の推移（全会計） 

 

328,522 325,173 320,737 321,733 320,334 318,483 322,321 323,138 321,469 

372,064 368,156 
347,469 349,172 348,376 346,520 349,029 350,800 348,743 

40.07 40.05 40.10 

41.03 

41.04 41.05 

42.02 42.05 42.05 

39.00 

40.00 

41.00 

42.00 

43.00 

0 

100,000 

200,000 

300,000 

400,000 

H17.4.1 H18.4.1 H19.4.1 H20.4.1 H21.4.1 H22.4.1 H23.4.1 H24.4.1 H25.4.1 

平均給料月額

（円） 

平均給与月額

（円） 

平均年齢  

（歳） 

（円） （歳） 

3,112  
3,012  

2,932  
2,843  

2,705  
2,587  2,537  2,578  2,538  

2,200  

2,400  

2,600  

2,800  

3,000  

3,200  

H17決算 H18決算 H19決算 H20決算 H21決算 H22決算 H23決算 H24当初 H25当初 

(百万円) 

職員の状況 

●特別職給料月額の推移 

職  名 

H16.11.1～ H17.7.1～ H19.4.1～ 

定数 

(人) 

金額 

(千円) 

定数 

(人) 

金額 

(千円) 

定数 

(人) 

金額 

(千円) 

市  長 1 880 1 836 1 836 

副 市 長 
(H19.3.31までは助役) 2 700 2 665 1 665 

教 育 長 1 630 1 598 1 598 

収 入 役 1 650 1 617 －  

公営企業管理者 1 600 1 570 －  

 

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

H17 96.2 97.8 100.3 96.2 92.7 95.1 

H18 95.1 97.9 100.6 95.9 93.0 95.8 

H19 95.2 97.6 102.0 96.3 93.4 95.9 

H20 95.7 98.2 99.0 96.2 93.1 95.9 

H21 96.2 93.8 99.4 96.3 94.2 95.9 

H22 96.6 94.7 99.7 97.6 94.4 96.1 

H23 96.2 94.8 99.9 98.2 94.3 96.0 

H24 
103.9 

(96.0) 

102.1 

(94.4) 

111.3 

(102.9) 

106.5 

(98.4) 

102.2 

(94.4) 

103.5 

(95.6) 
※ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を 100 とした場合の地方公務員の給与水準

を示す指数です。 

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

値です。 
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別会計の概要 
 特 

国保診療所は、本市唯一の国保直営診療施設であり、地域の包括一次医療機関として、「地域住民に安心を与える高度で心のこもった医療の提

供」を経営理念のもと、外来診療、往診、通所リハビリテーションを中心に、病診連携を図り、多様化する患者ニーズに沿った医療・介護サー

ビスの提供に取り組んでいます。 

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

れる国保診療所の存在は欠かせないものになっており、今後も地域に密着した「地域包括医療・ケア」を展開していきます。 

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

 

  平成25年度の見込み 

   外来患者数（年間） 23,900人（89.2人／日） 

   通所リハビリテーション利用者（年間）   2,904人（12.1人／日） 

主な歳入の内訳 主な歳出の内訳 

●診療収入 1億4,622万9千円 
  外来収入 1億3,906万3千円 

   国民健康保険診療収入 2,283万6千円 

   社会保険診療報酬収入 1,815万7千円 

後期高齢者診療報酬収入 5,194万5千円 

その他の診療報酬収入 310万6千円 

一部負担金収入 2,026万円 

介護報酬収入 2,275万9千円 

●繰入金 7,319万4千円 
事業勘定繰入金 50万円 

一般会計繰入金 3,755万5千円 

財政調整基金繰入金 3,513万9千円 

●総務費 1億5,390万4千円 
  施設管理費 1億5,337万4千円 

  研究研修費 53万円 
●医業費 3,045万円 
  医業費 2,932万7千円 

   医療用機械器具費 1,426万6千円 

   医療用消耗機材費 311万8千円 

   医療用衛生材料費 1,164万9千円 

寝具費 29万4千円 

  給食費 112万3千円 
●公債費 3,770万6千円 

2億2,270万円（前年度対比 ＋2.4％） 

民健康保険特別会計直診勘定          国保診療所 87-0109 国 

国民健康保険制度の事業運営は、制度的に収支の構造が脆弱であるだけでなく、その事業運営は厳しくかつ困難な課題に直面しています。 

こうしたことから国は、国民健康保険の財政基盤の脆弱性を踏まえた支援を行うなどさまざまな施策を展開することとしており、こういった

中、被保険者の皆様の健康を維持するため特定健診の受診率向上を図るとともに、医療費の適正化に取り組み、安定かつ円滑な運営に努めてま

いります。 

平成25年度予算は、被保険者数16,912人、一人当たりの保険給付費の伸びを3.55％と見込み算定しています。 

主な歳入の内訳 主な歳出の内訳 

●国民健康保険税 16億4,288万8千円 

●国庫支出金 16億4,989万7千円 

国庫負担金 11億9,784万7千円 

  国庫補助金 4億5,205万円 

●前期高齢者交付金 20億1,696万9千円 

●県支出金 4億6,890万4千円 
  県負担金 5,161万6千円 

  県補助金 4億1,728万8千円 

●共同事業交付金 8億8,171万8千円 

●繰入金 3億7,763万円 

●保険給付費 51億3,206万5千円 
  療養諸費 45億1,854万9千円 

   一般被保険者療養給付費 40億2,510万7千円 

  高額療養費 5億7,377万9千円 

●後期高齢者支援金等 8億6,833万9千円 

●前期高齢者納付金等 49万7千円 

●介護給付金 3億7,870万3千円 

●共同事業拠出金 8億6,268万2千円 

●保健事業費 4,270万8千円 

75億2,700万円（前年度対比 △1.4％） 

民健康保険特別会計事業勘定          国保・医療課 82-6690 国 
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平成20年４月から75歳以上の高齢者の医療保険制度は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき後期高齢者医療制度により行われています。 

増大する後期高齢者の医療費は、高齢世代と現役世代との負担を明確にし、世代間で公平に負担する観点から、後期高齢者一人ひとりを被保

険者として保険料を負担していただくほか、医療保険者からの支援金や公費でまかなう制度です。 

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

現在、高齢者医療制度の見直しに向け協議が進められています。今後の動向を注視しながら、現行制度での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 

●後期高齢者医療保険料 5億8,241万円 

●繰入金 2億953万6千円 
一般会計繰入金 2億953万6千円 

事務費繰入金 673万6千円 

   保険基盤安定繰入金 2億280万円 

●総務費 673万7千円 
  総務管理費 24万2千円 

徴収費 649万5千円 

●後期高齢者医療広域連合納付金 

 8億21万1千円 

8億900万円（前年度対比 0.0％） 

期高齢者医療特別会計             国保・医療課 82-6690 後 

主な歳入の内訳 主な歳出の内訳 

本市の介護保険の状況は、平成24年12月末で第１号被保険者数が19,473人、要介護等認定者数が3,653人と増加し、サービス利用者も年々増加

しており、高齢者の安心を支える制度として定着しています。このような中、介護を必要とする方々が住み慣れた地域や環境の中で、安心して

暮らし続けることができるよう「第５期介護保険事業計画」に基づき、小規模多機能型居宅介護施設及び地域密着型介護老人福祉施設（特別養

護老人ホーム）のサービス基盤整備を行うとともに、介護を必要としない、また、介護が必要になってもそれ以上悪化させないよう介護予防事

業に取り組みます。また、増え続ける認知症対策として、認知症に関する正しい知識や理解の啓発、認知症進行予防に資する事業に取り組みま

す。 

今後も介護サービスの円滑な提供を図るために、適正な要介護認定の確保、介護サービスの質の確保・向上、介護給付の適正化、総合的な相

談・情報提供体制の整備等に努めます。また、介護予防を重視した生きがいデイサービス・認知症サポーター養成講座開催等による地域見守り

ネットワークの推進・介護予防出前講座の開催・家族介護用品の宅配・配食サービス・権利擁護事業などの地域支援事業を行います。 

 

介護保険課 74-1049 

 

●保険料（第１号被保険者分） 11億311万4千円 

●国庫支出金 14億6,265万9千円 
介護給付費負担金           10億2,558万1千円 

調整交付金 3億8,619万2千円 

地域支援事業交付金 5,088万6千円 
●支払基金交付金 16億7,588万7千円 

介護給付費交付金 16億5,919万5千円 

地域支援事業支援交付金 1,669万2千円 

●県支出金 8億5,930万4千円 
介護給付費負担金 8億3,386万1千円 

地域支援事業交付金 2,544万3千円 

●繰入金 9億6,135万6千円 
一般会計繰入金 9億3,023万6千円 

  基金繰入金                           3,112万円 

 

●総務費 1億5,126万1千円 
総務管理費 9,948万4千円 

介護認定審査会費 4,761万1千円 
●保険給付費 57億2,136万4千円 

介護サービス等諸費 50億6,550万7千円 

介護予防サービス等諸費 2億6,547万6千円 

その他諸費 516万2千円 

高額介護サービス等費 1億831万円 

特定入所者介護サービス等費 2億5,982万9千円 
高額医療合算介護サービス等費 1,708万円 

●地域支援事業費 1億8,766万1千円 
地域支援事業費 5,858万8千円 

介護予防事業費 4,895万5千円 

包括的支援事業費 3,095万2千円 

その他の地域支援事業費 4,916万6千円 

●基金積立金                    67万円 
   介護保険給付費準備基金積立金          67万円 

60億6,300万円（前年度対比 ＋4.7 ％） 

護保険特別会計保険事業勘定          介護保険課 74-1049 介 

介護保険特別会計サービス事業勘定は、地域包括支援センターの運営にかかる予算を計上しており、要支援１及び要支援２の認定を受けた方

の新予防給付に関する居宅介護予防支援（ケアプラン作成）を行います。 

この事業は、要支援１・２の認定を受けた利用者の方が、可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、心身の状

況やおかれている環境等に応じて介護予防サービスが総合的かつ効率的に提供されるよう支援をしていくものです。 

●サービス収入 3,015万4千円 
  新予防給付費収入 3,015万4千円 

●繰入金 3,124万4千円 
一般会計繰入金 3,124万4千円 

●総務費 4,712万円 
  総務管理費 4,712万円 

●サービス事業費 1,424万5千円 
  居宅サービス事業費 1,424万5千円 

主な歳入の内訳 主な歳出の内訳 

6,140万円（前年度対比 △7.8％） 

護保険特別会計サービス事業勘定        介護保険課 74-0368 介 
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主な歳入の内訳 主な歳出の内訳 

 

丹波市立地方卸売市場は、卸売業者の㈱東兵庫魚菜が卸売業務を行い、市は市場使用料を徴収し、その使用料により施設管理等を行っていま

す。 

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

●使用料及び手数料 309万6千円 
  使用料 309万6千円 

   市場使用料 252万1千円 

   通い容器使用料 57万5千円 

●市場費 299万円 
  市場費 299万円 

   市場総務費 19万1千円 

   市場費 279万9千円 

    通い容器取扱委託料                    57万5千円 

基金積立金 188万円 
 

310万円（前年度対比 △86.0％） 

方卸売市場特別会計             農業振興課 74-1465 地 

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

支援し心身の機能の維持、回復をめざして質の高い訪問看護サービスを提供しています。 

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

質の高いサービスを提供することで、家族の負担軽減や利用者のニーズに合わせた幅広い訪問看護サービスに努めます。 

また、主治医はもとより医療機関や保健・福祉サービス機関と連携を密にし、療養生活に必要なサービスが確実に受けられるよう支援に努め

ていきます。 

主な歳入の内訳 主な歳出の内訳 

●療養収入 943万1千円 
  療養収入 943万1千円 

訪問看護療養費収入 845万3千円 

訪問看護利用料収入 97万8千円 

●繰入金 806万3千円 
  一般会計繰入金 806万3千円 

●総務費 1,748万5千円 
  施設管理費 1,743万9千円 

  研究研修費 4万6千円 

1,750万円（前年度対比 △0.6％） 

問看護ステーション特別会計          国保診療所 87-0109 
訪 

下水道特別会計は、公共下水道及び農業集落排水処理の維持管理や建設を行っています。また、平成26年度から予定している地方公営企業法の
適用（一部適用）へのスムーズな移行のため、従来一般会計に計上していましたコミュニティ・プラントの維持管理や建設の経費を下水道特別会
計に組み入れます。 

下水道施設の集中管理装置設置工事を実施し、維持管理経費の縮減に努めます。汚水処理には大量の電力を使用しており、維持管理コスト削減、
地球温暖化対策の観点からも効率的な運転が求められています。使用電力の総量は処理水量によって変動するため、汚水処理１㎥ の使用電力量
を表す電力原単位(平成22年度の処理電力原単位実績値0.95kWh/㎥ )を管理指標とし、消費エネルギ－と運営コストの削減に努めます。 

 
主な事業 

● 各浄化センター、中継ポンプ、雨水ポンプ場等の維持管理経費 6億2,529万9千円 

 
● 下水道処理区内の集中管理装置設置工事、公共ます設置工事等 2億5,100万円 

主な歳入の内訳 主な歳出の内訳 

●使用料及び手数料 11億2,154万1千円 
  使用料 11億2,136万7千円 

●繰入金 25億2,780万円 
  一般会計繰入金 25億213万6千円 

  基金繰入金 2,566万4千円 
●市債 1億5,400万円 

●公共下水道費 7億4,421万4千円 
  公共下水道管理費 5億7,508万7千円 

  公共下水道建設費 1億6,912万7千円 

●農業集落排水費 3億7,204万9千円 
  農業集落排水管理費 2億4,018万3千円 

  農業集落排水建設費 1億3,186万6千円 

●ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾌﾟﾗﾝﾄ費 6,067万7千円 
  ｺﾐｭﾆﾃｨ・ﾌﾟﾗﾝﾄ管理費 5,197万7千円 

  ｺﾐｭﾆﾃｨ・ﾌﾟﾗﾝﾄ建設費 870万円 

●公債費 26億8,806万円 

38億 6,800万円（前年度対比 △3.9％） 

水道特別会計                  下水道課 74-0224 下 
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駐車場特別会計では、市内の各ＪＲ駅前及びその周辺に設置された９箇所の駐車場の運営管理を行っています。月極駐車及び一時預かり駐車

の総駐車台数は281台となっており、一時預り駐車場の１時間以内無料化など市民の利便性を図るとともにＪＲ利用増進の一翼を担います。 

平成22年度からの指定管理者制度を継続し、民間事業者が駐車場管理業務を効率的かつ効果的に運営しています。 

 

名  称 料  金 駐車台数 使用料（予算額） 

1 丹波市営柏原駅東駐車場 月額 4,000円 62台 1,968千円 

2 丹波市営柏原駅前駐車場 １回  500円 24台 2,820千円 

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

4 丹波市営黒井駅前駐車場 １回   300円 ９台 504千円 

5 丹波市営黒井駅前月極駐車場 月額 3,000円 18台 648千円 

6 丹波市営谷川駅前駐車場 １回  500円 41台 2,820千円 

7 丹波市営下滝駅前駐車場 月額 3,000円  １回 300円 19台 360千円 

8 丹波市営市島駅前駐車場 月額 3,000円  １回 300円 20台 612千円 

9 丹波市営丹波竹田駅前駐車場 月額 3,000円  １回 300円 18台 234千円 

 
「たんば鉄道の日」収入 毎月22日 ７駐車場実施 － 343千円 

 
主な歳入の内訳 主な歳出の内訳 

1,250万円（前年度対比 △13.8％） 

車場特別会計                   財政課 82-0029 駐 

●使用料及び手数料 1,228万9千円 
  使用料 1,228万9千円 

●総務費 1,239万6千円 
  総務管理費 1,239万6千円 

  （内指定管理料 751万円） 

 

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

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

切・確実な農業災害対策の基幹的な役割を求められています。 

こうした状況を踏まえ、各共済勘定では、前年度の事業引受量をもとに予測される本年の引受量を見積もり、迅速な補償対応ができるよう備

えるとともに、共済の勘定において損害の未然防止や被害軽減のため損害防止事業を実施します。 

また、共済制度の浸透を図り、農家のニーズを踏まえながら、制度運用を展開するとともに、農家を対象としたセーフティネットの強化に努

め、農業経営と農家財産の総合補償に取り組みます。 

 

【収益的収入及び支出】 

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

区 分 
農 作 物 

共済勘定 

家  畜 

共済勘定 

畑 作 物 

共済勘定 

園芸施設 

共済勘定 
業務勘定 総  合 

平成25年度予算 22,884 95,984 1,544 3,933 72,455 196,800 

平成24年度予算 33,161 96,397 2,057 3,298 77,687 212,600 

比   較 △10,277 △413 △513 635 △5,232 △15,800 

前年度対比 69.0 99.6 75.1 119.3 93.3 92.6 

 

主な歳入の内訳 主な歳出の内訳 

●業務事業収益            6,521万8千円 
  一般会計補助金 4,000万円 

 

●業務事業費用            7,213万4千円 
  一般管理費 5,275万2千円 

  損害防止費 1,225万2千円 

1億9,680万円（前年度対比 △7.4％） 

業共済特別会計                農業振興課 74-1474 農 
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収益的収支   17億3,000万円 

資本的収支   15億1,100万円 
 

本市の水道事業において、普及率はおおむね100％となっており、市民生活と市の発展に欠かすことのできないライフラインの一つとして、安

全な水道水の安定供給に努めています。 

水道事業会計は、丹波市水道ビジョンに基づき、上水道事業及び簡易水道事業等の事業統合を行い、市内の水道事業は、平成22年度より山南

上水道、中央上水道、市島上水道の３事業１会計で運営しており、今後、丹波市上水道事業の一本化に向け、コンプライアンスに基づいた部内

の体制強化を図っていきます。また、地方公営企業会計基準の見直しに伴い、平成26年度予算からの適用に向けた移行作業を進めます。 

予算規模は、収益的収支で17億3,000万円（前年度対比＋4.8％）、資本的収支で15億1,100万円（前年度対比△42.8％）となりました。 

水道事業の維持運営に係る予算が中心の収益的収支では、水道施設統合整備事業や水道水の安全性をPRするとともに、蛇口から水道水を直接

飲む文化が育めるよう、直結給水方式の普及・促進のための取り組みを進めていきます。 

次に、施設の整備・改良関係予算が中心の資本的収支では、山南上水道、中央上水道及び市島上水道の水道施設統合整備を行うため、事業費

７億4,400万円を、また、老朽管更新事業や水道設備の更新事業に事業費２億7,550万円を計上しています。 

平成25年度も、「①安全な水道水の安定供給」「②利用者の水道事業に対する理解を深める取組」「③財政基盤強化と健全な財政運営」を三

つの柱として以下の施策を重点的に展開します。 

 

  ●公営企業としての経済性の発揮とコンプライアンスにより持続可能な水道事業を目指します。 

  ●「丹波市水道ビジョン」に基づき、施設統合整備事業を年次別計画的に実施します。 

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

  ●発生対応型から予防保全型の積極的な漏水対応で、有収率の向上に努めます。 

  ●アセットマネジメントを実践し、後年度の施設更新需要を把握します。 

  ●利用者に対して運営コスト、水質などの情報を積極的に提供します。 

  ●統合整備事業や水道水の安全性をPRするイベントを実施します。 

  ●蛇口から水道水を直接飲む文化が育めるよう、市内小学校で直結給水方式のモデル事業に取り組みます。 

  ●水道料金等徴収業務委託、施設管理業務委託の充実により、水道料金の収納率向上や経営コストの削減に取り組みます。 

  ●財政収支見通しを踏まえた更新財源の確保方策を講じます。 

  ●地方公営企業会計基準の見直しに伴い、平成26年度予算からの適用に向けた移行作業を進めます。 

 
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 

●水道事業収益 17億3,000万円 
  営業収益 15億8,196万3千円 

水道料金 15億4,150万円 

給水工事収益 150万円 

下水道使用料徴収受託費 3,659万円 

材料売却収益                         103万5千円 

手数料 133万1千円 

雑収益 7千円 

営業外収益 1億4,803万7千円 

加入金 1,638万円 

一般会計繰入金 1億3,165万2千円 

受取利息及び配当金 2千円 

雑収益 2千円 

消費税還付金 1千円 
 

●水道事業費用 17億3,000万円 
  営業費用 14億5,700万円 

原水及び浄水費 2億9,600万円 

配水及び給水費 1億6,500万円 

受託工事費 1,500万円 

総係費 2億3,900万円 

減価償却費 7億2,500万円 

資産減耗費 1,600万円 

その他営業費用 100万円 

営業外費用 2億5,900万円 

特別損失 400万円 

予備費 1,000万円 

●資本的収入 8億5,767万7千円 
  企業債 3億3,900万円 

   上水道統合整備事業 3億3,900万円 

繰入金 4億4,780万5千円 

   一般会計出資金 3億3,900万円 

   一般会計負担金 １億880万5千円 

分担金及び負担金 1,856万円 

工事負担金 1,500万円 

システム更新負担金 356万円 

補助金 5,231万2千円 

国庫補助金 5,231万2千円 

    上水道統合整備事業 5,231万2千円 

 

●資本的支出 15億1,100万円 
  建設改良費 10億8,068万4千円 

   営業設備費 6,094万4千円 

   拡張事業費 7億4,400万円 

   改良工事 2億7,550万円 

   固定資産購入費 24万円 

企業債償還金 4億3,031万6千円 

   元金償還 4億3,031万6千円 

 

32億4,100万円（前年度対比 △24.5％） 

道事業会計                  水道部業務課 72-0605 水 
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  事業全体が新規事業 

      事業全体の予算や内容が拡充した事業 

      事業全体が前年度からの繰越事業 

 
事業全体のうちの新たな取組 

事業全体のうちの拡充した取組 

●  継続的な取組 

 

予算ガイドで示す数字やマークなどの解説をします。 

また、一つの「事業」のとらえ方が、予算上の事業であったり、もう少

し細かい事業であったりと大きさが異なっていますが、「伝えやすい単位」

を基に示しています。 

 
 

事業全体の予算総額を示しています。 
（②で表示している事業費の合計とは必ずしも一致しません。） 

 

前年度当初予算額と比較し、差額を示しています。 

【表示の種類】 

 ↑ …前年度からの増加額 

 ↓ …前年度からの減少額 

 － …前年度からの増減額が無い場合 

 空白…新規事業で前年度当初予算がない事業や繰越事業 

 

拡 充 

事業費の財源を示しています。 

なお、国や県からの補助金やその他の特定財源については表示していません。 

【表示の種類】 

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

 借金   …長期にわたる借入金 

 受益者負担…使用料、手数料、入場料、負担金などサービスの受け手が負担するお金 
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誇りのもてる住んでよかった丹波市 
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