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第１章 計画の位置付けと基本的な考え方 

 

１ はじめに 

私たちのまち篠山は、兵庫県の中東部、京都府と大阪府に隣接し、古代から丹波国（たんばのく

に）にあったことから「丹波篠山」と言われています。丹波高地の山々に囲まれ、標高２００ｍを

超える篠山盆地の中央に拓かれた肥沃な農地や、昼夜の寒暖差が生む幻想的な「丹波霧」など自然

の恵みにより、良質な農産物が育まれています。また、本市北部の「多紀連山」は瀬戸内海と日本

海の分水嶺をなしており、武庫川、加古川、由良川の３つの河川の源流を育み、四季の移ろいに合

わせ異なった彩りを見せる山河と田園が、日本の原風景とも言えるのどかで豊かな景観として残さ

れています。 

私たちの先人は、このような恵まれた環境のなかで、家族の糧となる農の営みと、暮らしの中か

ら農村文化を育み、篠山の風土を継承してきました。平成 27 年 4 月には、文化庁が創設した日本

遺産第１号の１８件の一つとして「丹波篠山 デカンショ節―民謡に乗せて歌い継ぐふるさとの記憶

―」が認定されました。これは、デカンショ節に謳われている歴史や文化、豊かな自然や景観、そ

してそれらを守り育んだ農の営みが高く評価されたものです。さらに同年１２月には、国連教育科

学文化機関（ユネスコ）が創設する「創造都市ネットワーク」のクラフト＆フォークアート（伝統

工芸や地域文化）部門に選ばれるなど、篠山の農の文化が国内外から高く評価されています。これ

らは、先人が培ってきた「土」と「水」を大切に育み、良いものを作り、絶やすことなく脈々と次

の世代へ引き継がれてきた結果です。 

一方で、将来的には、少子高齢化と農業の担い手の減少、農地の荒廃など、農村の暮らしを取り

巻く環境は楽観視できる状況にはありません。本市では、農業振興の基本理念として平成２１年に

「丹波篠山農都宣言」を行い、平成２６年には、市をあげて農業振興に取り組むことを明確にする

ため、「篠山市農都創造条例」を制定しました。 

私たちは、先人が築いてきた、かけがえのない市民共有の財産「農都」を次の世代に引き継ぐた

め、「篠山市農都創造計画」を策定し、基幹産業である農業の活力を高め、魅力ある元気な農村づく

りを目指します。 
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２ 農都創造に向けて 

 

 農は、人々が暮らしていくために田んぼを耕し、水を張り、収穫するという古くから継続されて

きた営みです。生きものや植物も私たちの農の営みと共にいのちを育み、未来に引き継いでいきま

す。 

先人は、山野の土を切り盛りし、水を引き、田んぼや水路、ため池など農村資源を大切に引き継

いできました。私たちが受け継いだ健やかな土と清らかな水を、農の礎として大切に守り続けます。 

丹波篠山で培われてきた特産農産物は農都篠山の象徴です。手入れを惜しまない。自分が納得で

きるものを作る。美味しいと喜ばれたい。日々の良いしごとが良い特産農産物を育み続けます。 

 篠山の農は、私たちのまちの基盤として、食糧や農村に棲む生きもの、伝統的な文化、芸能、工

芸、建造物などを育み、あらゆる産業にめぐみをもたらす「農都」として、篠山らしいまちを創造

していきます。 

  

３ 計画の位置付け 

この計画は、「篠山市農都創造条例」に基づいて、本市における農業の発展と農村の保全に関して、

基本的な考え方や、具体的な取り組みを示すことを目的として策定したものです。 

また、篠山市総合計画にある農業・農村に関する施策や、本市がこれまでに策定した様々な個別

計画や施策との連携を図りながら、篠山市基本構想の将来像「人・自然・文化が織りなす食と農の

都」を目指します。 

篠
山
市
農
都
創
造
条
例 

篠山市総合計画 (H27.12) 

篠山市農都創造計画 

篠山市農業振興地域整備計画 (H28.4) 

篠山市環境基本計画 (H22.3) 

篠山市創造都市推進計画（H25.9） 

第2次篠山市食育推進計画 (H25.3) 

第2篠山市男女共同参画プラン (H24.12) 

計画策定 

整合 

整合 

丹
波
篠
山
農
都
宣
言 

基本理念 
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４ 計画の期間 

 

篠山市農都創造計画の期間は、平成２８年度から平成３７年度までの１０カ年としますが、農業・

農村を取り巻く情勢の変化を勘案し平成３２年度の５年後に中間見直しを行います。また、平成３

０年度には、コメ政策の転換が予定されており、農業情勢に大きな変化が生じた場合には、この計

画に検討を加え、必要に応じて見直しを行います。 

 

 

篠山市総合計画 篠山市の農業施策 国の農業施策 兵庫県の農業施策

H11年
(1999年)

食料・農業・農村基本法制定
H11(1999年)

H12年
(2000年)

アグリプラン21審議会
H12年7月18日

食料・農業・農村基本計画
H12(2000年)

H13年
(2001年)

第1次アグリプラン21
H13年7月答申

H17年
(2005年)

食料・農業・農村基本計画
H17(2005年)

H18年
(2006年)

後期基本計画
H18(2006)～22(2010)

H21年
(2009年)

丹波篠山農都宣言
平成21年2月7日

H22年
(2010年)

アグリプラン21改定
H22～H25

食料・農業・農村基本計画
H22(2010年)

H23年
(2011年)

H24年
(2012年)

H25年
(2013年)

H27年
(2015年)

篠山市農都創造条例
平成27年4月1日施行

食料・農業・農村基本計画

H27(2015年3月31日)

H28年
(2016年)

後期基本計画
H28(2016)～32(2021)

篠山市農都創造計画
H28～H37
５年で見直し

ひょうご農林水産ビジョン
2025
H28(2016)～37(2025)

第1次篠山市総合計画
基本構想
H13(2001)～22(2010)
前期基本計画
H13(2001)～17(2005)

第2次篠山市総合計画
基本構想
H13(2001)～22(2010)
前期基本計画
H23(2011)～27(2015)

ひょうご農林水産ビジョン
2015
H18(2006)～23(2011)

ひょうご農林水産ビジョン
2020
H24(2012)～32(2020)
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５ 計画の体系 

 

篠山市基本構想の将来像「人・自然・文化が織りなす食と農の都」を実現するため、篠山市農都

創造条例の基本方針に基づいた６つの基本目標を定めます。 

また、基本目標に即して目指すべき将来像を設定し、将来像を達成するための具体的な取り組み

と施策を展開します。 

 

 

篠山市基本構想の将来像「人・自然・文化が織りなす食と農の都」 

篠山市農都創造計画の基本目標 

１．多様な担い手の育成 

２．丹波篠山ブランドの強化 

３．環境創造型農業・農村の推進 

４．安心安全な食料の供給 

５．農地の保全と活用 

６．丹波篠山の魅力を発信する 

 

目指すべき将来像 

具体的な取り組み 

施策の展開 
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第２章 基本目標と目指すべき将来像 
 

基本目標１「多様な担い手の育成」 

 

 目指すべき将来像 「農業者が誇りをもって働けるまち」 

(１) 地域農業の将来ビジョンがある 

集落の農業・農村のあり方や、女性・高齢者・若者が共に暮らしやすい地域づくりなど、住む人

が誇りと愛着がもてる集落の将来ビジョンが明確になり、達成するために何を行うべきかが共有で

きています。 

(２) 集落を基盤とした営農組織が農業を守っている 

集落のリーダーが育ち、機械の共同利用や農地の利用調整が図られ、集落全体で最適な営農環境

が整っています。 

(３) 意欲ある農業者が生きいきと営んでいる 

伝統的な特産農産物を効果的に組み合わせた複合経営が行われ、効率的な農業経営の改善が進み、

直売や加工開発の導入など付加価値の高い農業に取り組んでいます。また、新規農業者は地域の支

援体制によって円滑な就農が進み、農業の担い手として地域の期待に応えられています。 

(４) 女性や高齢者が能力を発揮できている 

女性や高齢者など多様な人材が、農業生産だけでなく、特産農産物を活用した加工開発、地域交

流、直売活動など農業経営や社会活動に広く参画し、生き甲斐を感じています。 
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基本目標２ 丹波篠山ブランドの強化  

 

 目指すべき将来像「大地の力で個性ある産地を創るまち」 

(１) 伝統的農産物が安定して生産されている 

 黒大豆、山の芋、水稲など伝統的な特産農産物を育む土づくりや、安定した輪作が行われ、優良

種子の確保や生産の効率化が進み、高品質かつ安定的に生産が行われています。 

(２) 新しい特産品ができている 

地域内の流通や直売、地域の商工業と連携した加工開発が進み、新たな需要が創造され、新たな

特産品が育っています。 

 

基本目標３ 環境創造型農業・農村の推進 

 

 目指すべき将来像「いのちを育む農業に取り組むまち」 

主要河川の上流域に立地している農業環境に配慮し、減化学肥料・減農薬栽培や有機農業の技術

が確立され、自然環境の保全や生物多様性に配慮した農業と農村保全に取り組まれています。 

(１) 篠山らしい環境に配慮した農業が行われている 

古くから培われてきた自然と共生した農業技術や知識が生かされ、篠山らしい環境に配慮した農

業が行われています。 

(２) 自然の豊かな恵みを次世代に引き継がれている 

 農村の自然や生物を大切する気持ちが市民に広がり、健全な自然環境が次世代に引き継がれてい

ます。 
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基本目標４ 安心安全な食料の供給  

 

 目指すべき将来像「地域の恵みに感謝するまち」 

(１) 地域固有の農産物が行事食や日常食と共に次代に引き継がれている 

 地域や学校、家庭において、地域固有の農産物の活用方法や調理技術が伝承され、健康で豊かな

食生活が育まれています。 

(２) 地産地消の市民運動が広がっている 

食に支えられ生きている市民一人一人が、ごはん食を中心とした伝統的な食文化の大切さを尊重

し、地域ぐるみの地産地消活動が活発化しています。 

(３) 丹波篠山の特産農産物が消費者に厚く信頼され、流通している 

食の安全性を伝える仕組みが構築され、消費者に対して、丹波篠山産農産物の信頼が高まってい

ます。 

 

 

基本目標５ 農地の保全と活用 

 

 目指すべき将来像「水とみどりを未来につなぐまち」 

農業者や地域住民が力を合わせ農業生産基盤の保全や獣害対策に取り組み、集落の農地保全や獣

害に強い環境整備、美しい農村景観など、集落ぐるみによる農村の多面的機能が維持されています。 
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基本目標６ 丹波篠山の魅力を発信する  

 

 目指すべき将来像「生きいきと笑顔と笑顔が出会うまち」 

(１) 農村資源が活用され、都市住民や市民との交流機会が増えている 

恵まれた特産農産物、自然や景観、歴史文化を活かし、住む人だけでなく、訪れる人にとっても

魅力ある農村環境が維持・増進されています。 

(２) 農業を通じて都市住民や市民が活発に交流している 

都市住民や市民に、篠山市の農業への応援者や理解者が増え、農業者との交流が活発に行われて

います。  
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第３章 施策の体系 

 

基本目標に基づいた目指すべき将来像を実現するため、１９の具体的な取り組みと４７の施策を

展開します。 

基本目標 具体的な取り組み 施策の展開 

多様な担い手の育成 集落営農の推進 集落営農の推進体制の構築 

  人・農地プランの推進 

 集落営農組織の育成 集落営農組織の設立と法人化の支援 

  集落営農組織の経営効率化の支援 

 集落営農組織の連携と広域化 

 認定農業者の育成 認定農業者の育成 

  認定農業者や担い手の経営改善支援 

  認定農業者や担い手組織の活性化 

 後継者の確保と育成 就農相談窓口の充実 

  農業後継者の掘り起しと育成 

 女性の参画促進や高齢者の活動支援 農業分野の女性参画の促進 

  定年者や早期退職者の能力活用 

 グリーンファームささやまの事業見直し グリーンファームささやまの事業見直し 

丹波篠山ブランドの強化 強みを生かしたブランド戦略の推進 特産農産物の広報媒体の制作 

  丹波篠山フェアの展開 

 特産農産物の安定生産 丹波篠山米のブランド推進 

  黒大豆の伝統継承と生産力の向上 

  黒枝豆の省力化と流通体制の整備 

  山の芋の生産拡大 

  小豆の生産拡大 

  丹波栗の生産拡大とブランド強化 

  丹波篠山茶の販路拡大 

  丹波篠山牛の生産拡大 

 新たな特産品の開発 特産品の開発支援 

  ６次産業化や農商工連携の支援 

環境創造型農業・農村の推進 環境に配慮した農業の推進 環境創造型農業の推進 

  有機農業者への支援 

  有機資材による土づくり 

 環境に配慮した農村の創造と生物多様

性の保全 

環境創造型農村の推進 

 生きものに配慮した農法 

安心安全な食料の供給 地産地消の推進 市内農産物の消費促進 

  消費者ニーズに対応した野菜づくり 

 食育の推進 学校給食の地元農産物利用促進 

  篠山米を食べよう市民運動の推進 

 食に対する安全性と信頼の確保 農産物の安全性の確保 

  適正な食品表示の推進 

農地の保全と活用 優良農地の確保と活用 農業振興地域整備計画の運用 

  農地の有効活用の推進 

 農業・農村の生産基盤の保全 農業・農村の多面的機能の増進 

  農業水利施設の保全 

 鳥獣被害の防止 有害捕獲と個体数管理の推進 

  集落ぐるみの防除体制の整備支援 

  外来生物の捕獲支援 

丹波篠山の魅力を発信する 農村資源を活用した交流機会の創出 情報発信の強化 

  グリーン・エコツーリズムの推進体制の構築 

 農村と都市の連携機会の拡大 体験農園や都市農村交流事業の拡充 

  農村ボランティア受入れ体制の整備 
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基本目標１「多様な担い手の育成」 

 

1. 現状と課題 

中山間地や山間地域が市域の多くを占める本市では、農業従事者の高齢化や農家の減少が進む一

方、認定農業者や新規に参入する農業者は増加しており、若手農業者による丹波篠山ブランドを生

かした農業が活発になりつつあります。 

しかしながら、小規模兼業農家の農業離れが急速に進むなか、耕作条件が悪く採算性の良くない

農地が放置されていく恐れがあり、農地が荒れるだけでなく集落の活気が損なわれることが予想さ

れます。今後、集落の農業者が中心となって、地域の営農のあり方を考えていくなかで、認定農業

者など中核となる農業者の育成、新規就農の促進や後継者の確保など、多様な地域農業の担い手を

育成する必要があります。 

 

■認定農業者の認定状況                     ■新規就農者の状況 

年次 経営体数累計  年次 就農者累計 

平成19年 26  平成19年 7 

平成26年 42  平成26年 53 

 

■4ha以上の農業者が占める耕作地の割合(水田営農実施計画書H26年) 

市全体農業者 4ha以上農業者 4ha以上農業者占める割合 

人数 経営面積ha 人数 経営面積ha 人数割合 面積割合 

5,038 3,067 48 693 1.0% 22.6% 

農家戸数の推移              （単位：戸、％） 

年 次 
農家戸数

（戸） 

専業農家 

（戸） 

兼  業（戸） 
自給的

農家 

構 成 比 (％） 

総 数 第１種 第２種 専 業 １ 兼 ２ 兼 

平成 7年 5,091 644 4,447 595 3,852 － 12.6  11.7  75.7  

平成12年 4,820 613 3,380 314 3,066 827 12.7  6.5  63.6  

平成17年 4,567 725 2,876 222 2,654 966 15.9  4.9  58.1  

平成22年 4,274 872 2,399 242 2,157 1,003 20.4  5.7  50.5  

平成27年 3,774 871 1,938 197 1,741 965 23.1 5.2 46.1 

資料：総務部総務課「農林業センサス」 各年2月1日現在 

 

2. 取り組みの方向 

集落の兼業農家や専業農家、あるいは集落に関わる大規模経営の農業者や新規就農者が互いに連

携し、農地の利用調整や農業の基幹作業、補完作業の分担など、効率的な営農環境を整えるため、

地域の実情に応じた農業の将来ビジョンづくりを進めます。これにより、集落ぐるみで農業を行う

体制整備や将来の篠山の農業を支える担い手づくりを進めます。また、特産農産物を活用した加工

開発、直売活動など、女性及び高齢者それぞれの強みが活かせる環境づくりを進めます。 

                                                
認定農業者 効率的かつ安定的な農業経営にむけた経営改善の計画について市の認定を受けた農業者 
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3. 具体的な取り組みと施策の展開 

（1）集落営農の推進  

篠山では、古くから田植えや道づくりなど、家族や近所同士の助け合いを通して、農業・農村を

継承してきました。「集落の農業・農村は集落で守る」を基本に、それぞれの地域住民が知恵を出し

合ながら、集落の農業・農村の将来像を描き、それに携わる多様な担い手が、それぞれの役割を担

う「集落営農」の取り組みを進めます。 

 集落営農の推進体制の構築 

集落の農業の現状や将来の意向を調査・把握し、集落の実

情に応じた農業を推進するため、本市のまちづくり協議会

の区域を活動範囲とした「集落営農推進員」が、集落の身近

な相談窓口として地域の実情を把握するとともに、市、県、

ＪＡ、農業委員会等で構成する「集落営農支援チーム」を設

置し、集落の特性に適した集落営農の方向性を誘導するなど、

推進体制の充実を図ります。 

 集落営農推進員の設置（継続・市） 

 集落営農マニュアルの作成（継続・市） 

 集落営農支援チームの設置（新規・市） 

 

 人・農地プランの推進 

集落における兼業農家や、土地持ち非農家、農地を預かる

大規模経営の農業者など、集落の農業に関わる全ての人々が

関わり、集落の中心となる農業の担い手や将来の農地利用の

あり方、それぞれの役割分担を踏まえた集落の農業ビジョン

「人・農地プラン」を推進します。集落ごとに、農業の担い

手の有無や農地の利用状況が異なることから、市、県、ＪＡ、

農業委員会等が連携し集落に入り、集落の実情に応じた合意

形成を支援します。 

 人・農地プラン推進交付金（継続・市） 

 地域集積協力金、経営転換協力金、耕作者集積協力金（継続・国） 

 

（2）集落営農組織の育成 

集落農業の継続や農村の生活基盤を持続的に守り続ける「集落営農組織」や、組織化を牽引する

リーダーの育成を図るとともに、専業農家や兼業農家、女性や高齢者、若者等が参画する組織づく

りを推進します。 

                                                
 まちづくり協議会 自治会や地域コミュニティを構成する団体が連携、協働し地域の特性を生かしたまちづくりや課題解決をする組織 
 人農地プラン 高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加など「人と農地の問題」について集落で話し合い策定した地域の農業プラン 

農業者と市、ＪＡ、県による人農地プラ

ン検討会の様子 

集落営農推進員の委嘱 
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 集落営農組織の設立と法人化の支援 

集落営農組織の設立を進めるため、リーダーの育成や組織づくりの研修会、集落懇談会などによ

り、集落営農の組織化への機運を高めます。また、集落営農組織の更なる経営体質の強化や、継続

性と発展性を目指す組織は、法人化への誘導を進めることで、地域の担い手としての経営基盤の強

化を図ります。 

 集落営農活動推進事業（継続・市） 

 農業経営法人化支援交付金（継続・市） 

 

 集落営農組織の経営効率化の支援 

集落営農組織の農業機械導入における営農コストの削減を

図るため、農業機械の共同利用や集落内の農作業の受委託の

促進を進めるほか、農業機械の共同購入に対して助成し、集

落営農組織の経営効率化を図ります。 

 農業用機械新規導入・更新事業（継続・市） 

 

 集落営農組織の連携と広域化 

農地面積が小さい集落や後継者が少なく単独では組織化が困難な集落については、複数集落によ

る組織化や近隣の集落営農組織との共同化など、集落同士の連携や広域化を支援します。 

 

（3）認定農業者の育成 

本市の中核となる農業者の育成を進めるため、経営改善や技術向上、制度資金の活用などの相談

窓口の充実を通じて、本市の農業を担うリーダーとして認定農業者の育成を図ります 

 認定農業者の育成 

人・農地プランの篠山市広域プランに位置付けられた地域の中心となる経営体や、新たに参入し

た農業者の経営改善や経営規模の拡大を支援し、認定農業者への育成を進めます。 

 

 認定農業者や担い手の経営改善支援 

認定農業者が作成した農業経営改善計画に基づき、農業用機械や施設の導入への助成制度や農業

制度資金の活用について、関係機関が連携し、助言や指導を行います。 

また、効率かつ安定的な農業経営を行う農業者を育成するため、農業経営改善計画の達成状況等

を関係機関が情報共有し、農業経営改善計画経営計画の達成状況等を関係機関が情報共有し、助言

や指導を行います。 

 

 認定農業者や担い手組織の活性化 

認定農業者間の情報交換や連携による経営の合理化、相互連携による農業の効率化や経営発展を

                                                
 篠山市広域プラン 将来の篠山市の農業を担う中心となる経営体を旧町村単位に広域的に位置付けた人農地プラン 
 農業経営改善計画 経営発展にむけた経営改善の方法や目標を定めた計画書 

集落営農活性化塾の開催 
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促進するため、「認定農業者連絡協議会」や、認定農業者の後継者で構成する「篠山担い手農業者

協議会」などの組織の活動を支援し、農業経営の発展や新たな分野への取り組みを促進します。 

 

（4）後継者の確保と育成 

市内農業者世帯内の後継者の掘り起しや、市外からの新規就農者などの参入を推進するため、若

者が参加しやすい研修会の開催や、インターネットを活用した情報提供、関係機関と連携した相談

窓口の充実を図ります。また、新規就農者の生活支援や研修制度、資金調達を充実し就農しやすい

環境づくりを進めます。 

 就農相談窓口の充実 

 就農情報のホームページを開設します（新規・市） 

 農業後継者、新規参入者に対する研修会を開催します（新規・市） 

 新規就農者や就農希望者を対象に情報交換会を開催します（新規・市） 

 

 農業後継者の掘り起しと育成 

新規就農者や農業後継者を確保と育成を図るため、将来の農

業経営計画の作成支援や窓口相談の充実など、関係機関と連携

した体制づくりを進めます。 

 新規就農希望者や農業後継者に対する定期的な相談会を実

施します（新規・市） 

 45 才以下の新規就農者に対し「青年就農給付金」を助成し

ます（継続・国） 

 新規就農者のための家賃等を助成する「新規就農者支援事

業」を実施します（継続・市） 

 農業の基礎知識や技術を習得する農業講座「丹波篠山農学校」を開催します（拡充・市） 

 

（5）女性の参画促進や高齢者の活動支援 

農業政策関連の審議会や委員会、農業団体、集落営農組織

など、施策の意思決定の場への女性登用の促進や、農業経営

に参画できるよう経営に関する研修会を開催します。定年や

早期退職者の就農相談や研修会を開催し、個々が培ってきた

知識や技術などを活かした農業への参画を支援します。 

                                                
 認定農業者連絡協議会 市内の認定農業者で構成し情報共有や相互連携を図る協議会 
 篠山担い手農業者協議会 40歳未満の認定農業者や新規就農者で組織する協議会 

篠山市農村女性組織連絡会のメンバー 

新規就農者など対象とした「丹波篠山農学校」
の開催 
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 農業分野の女性参画の促進 

 篠山市農村女性組織連絡会の活動促進 

 

 定年者や早期退職者の能力活用 

 定年や早期退職者のリーダー研修や就農支援（新規・市） 

 農業の基礎知識や技術を習得する農業講座「丹波篠山農学校」を開催します（拡充・市） 

 

（6）グリーンファームささやまの事業見直し 

担い手の減少による遊休農地対策の受け皿として、篠山市と丹波ささやま農業協同組合が出資す

る第３セクター「有限会社グリーンファームささやま」を平成１０年に設立しました。本市東部を

中心に農地を耕作・管理していますが、年々農業者の貸出し希望が多くなり管理すべき農地面積が

拡大しています。 

今後、本市全域において更に高齢化や農業従事者の減少が予測され、農地の保全対策が課題とな

っているため、グリーンファームささやまの機能強化のほか、農地を保全する受け皿づくりについ

て検討を進めます。 

 

 

                                                
 篠山市農村女性組織連絡会 農業委員会、農業協同組合、農業経営士、生活改善グループの女性で組織する連絡会 
 有限会社グリーンファームささやま 篠山市と丹波ささやま農業協同組合がそれぞれ50％出資する第3セクター 
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基本目標２「丹波篠山ブランドの強化」 

 

1. 現状と課題 

全国ブランドとして認知されている煮豆用の黒大豆、丹波篠山黒豆をはじめ、丹波篠山米、丹波

篠山山の芋、丹波篠山栗、丹波篠山茶など伝統的な特産農産物の生産は、小規模な兼業農家を中心

に伝統的な農法により栽培されていますが、年々減少する農家戸数や後継者不足が進むなか、市場

に応えるための安定生産や貴重な在来種子と伝統技術の継承を図る必要があります。 

■特産農産物の推移 

 年次 水田面積 水稲 黒大豆 枝豆 山の芋 小豆 

平成16年 3865.1 2305.8 465.8 133.6 100.2 52.6 

平成26年 3830.6 2202.6 652.5 140.9 45.8 41.4 

 

2. 取り組みの方向 

 黒大豆、山の芋、水稲など特産農産物を育む土づくりや、優良種子の確保、栽培管理作業の機械

化・省力化を進め、高品質かつ安定的に生産できる体制整備を進めます。 

地域内の流通や直売、商工業と連携した農産加工を進め、新たな特産加工品や農家レストランな

ど農と食との連携による需要の創造を促進します。 

 

3. 具体的な取り組みと施策の展開 

（1）強みを生かしたブランド戦略の推進 

 丹波篠山産の農産物の認知度と市場からの評価を高めるた

めに、全国的な知名度をもつ丹波篠山黒豆の強みを生かし、

関係団体との連携による積極的な広報活動を推進します。 

 特産農産物の広報媒体の制作 

特産農産物の特徴や品質、歴史的背景や生産者の取り組み

など、ストーリー性のある広報媒体を制作し購買意欲とブラ

ンド力向上を図ります。 

 

 丹波篠山フェアの展開 

京阪神に近い地理的優位性を生かし、消費者への特産農産物や特産品の広報宣伝活動の強化のほ

か、首都圏や国外の見本市へ出展し販売チャネルの開拓と中長期的な需要の創出を図ります。 

 

（2）特産農産物の安定生産 

 特産農産物に対する市場ニーズに応える品質と供給量を確保するため、高付加価値化や、労働力

を低減するための技術や資材、機械化体系の整備を進め、収益性の高い競争力のある農産物づくり

                                                
 販売チャネル 商品を消費者に販売する経路 

台湾で開催された国際食品見本市
「FOOD TAIPEI2016」 
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を推進します。 

 

 丹波篠山米のブランド推進 

付加価値の高い米づくりにより稲作を中心とした農業者の収益力向上を図るため、減農薬・減化

学肥料など環境に配慮した生産技術による特別栽培米の取り組みや、品位や食味などの向上を図る

など、米のブランド力を更に高めます。 

 

 黒大豆の伝統継承と生産力の向上 

篠山市独自の伝統的な黒大豆の系統種「川北系」「波部黒（は

べくろ）系」の優良種子の継承と品質の向上に取り組むとと

もに、栽培規模に応じた機械化体系や省力化を図ります。ま

た、長年の栽培から土壌養分の不均衡による連作障害の影響

を回避するため、肥培管理技術の研究を関係機関と連携して

進めます。 

 優良系統の選抜による計画的な種子の増殖生産を推進し

ます（継続・市） 

 連作障害の対策技術の研究に取り組みます（拡充・市） 

 

 黒枝豆の省力化と流通体制の整備 

黒大豆になる前の若さや「黒枝豆」の、収獲作業の労働力低減を図り、安定した供給量を確保す

るため、収穫・選別の機械化による省力化や流通・販売の体制整備を進めます。 

 

 山の芋の生産拡大 

年々生産面積が減少しつつある山の芋生産量の維持・増産

を図るため、除草対策など栽培時の省力化や新規作付けに対

する支援、伝統的技術の普及・伝承を推進し、生産面積の拡

大を図ります。 

 山の芋の生産面積拡大に対して奨励金を交付します（継

続・市） 

 山の芋栽培の省力化のために防草シート購入費を助成し

ます（継続・市） 

 山の芋の生産技術習得のために山の芋スクールの開催します（継続・市） 

 山の芋の新規生産者の確保と技術の伝承を図ります（継続・市） 

 

                                                
 特別栽培米 農薬の使用回数と化学肥料の窒素成分が地域の標準値の5割以下で生産された米 
 川北系（かわきたけい）・波部黒系（はべくろけい） 江戸時代から優良な黒豆を選抜し種子として引き継がれてきた系統 
 連作障害 同じ場所で同じ植物を栽培することで土中の微量成分の不足や病害虫の増加などにより生育が悪くなる現象。 

黒大豆種子栽培専用のハウスによりウイルス
感染などを予防 

山の芋のうね間の除草作業を軽減するため防
草シートの購入に対する支援の実施 
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 小豆の生産拡大 

丹波篠山産の大納言小豆は、大粒で色つやが良く煮くずれしないという特徴を持ち、市場からの

評価が高いことから、安定した品質を保つために優良系統の種子の継承を進めるとともに、栽培管

理作業の機械化と省力化により生産量の増加を推進します。 

 

 丹波栗の生産拡大とブランド強化 

丹波篠山栗の生産拡大とブランド強化の方向性を定め、新

たな植栽、管理技術の普及、二次加工に対する機械器具の導

入を図り、栽培面積の拡大と付加価値を高めるための取り組

みを推進します。 

 栗の新植や剪定、加工機械の導入費に対して助成します

（継続・市） 

 丹波ブランド再生モデル総合対策事業補助金（栗の新植、

加工機械、大規模剪定事業、継続・県） 

 栗の苗木購入費の助成と栽培管理技術の習得を支援します（継続・市） 

 

 丹波篠山茶の販路拡大 

丹波篠山茶の消費・流通拡大を図るため、市民への地元産

のお茶消費拡大を啓発するほか、「大国寺と丹波茶まつり」を

通じた市外への広報や、産地イメージの向上に取り組みます。 

 市内の学校給食での利用促進など地産地消を進めます（新

規・市） 

 大国寺と丹波茶まつりを開催し産地のイメージアップを

図ります（継続・市） 

 

 丹波篠山牛の生産拡大 

飼養の管理技術の向上や疾病予防対策を支援し良質な肥育牛生産や、優良雌牛の導入を促進し、

優れた仔牛を生産する事により「丹波篠山牛」のブランド強化を図ります。 

 肥育牛の預託制度の活用や繁殖牛の導入助成を進め飼養頭数の維持・増進を図ります（継続・

市） 

 関係機関と連携し畜産農家の経営改善のための研修会を開催します（継続・市） 

 疫病の防除対策を支援し畜産物の生産性の向上を図ります（継続・市） 

 

（3）新たな特産品開発の推進 

特産農産物の付加価値を更に高めるため、農業者と商工業者との情報交換や連携強化を図り、篠

山産農産物を活用した特産品開発を推進します。 

丹波栗の剪定講習会の実施 

丹波篠山茶の新たなパッケージ作成 
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 特産品の開発支援 

篠山産農産物を使用した商品づくりや、加工、流通、販売ノウハウを習得する研修会の開催を通

じて新たな特産品の掘り起しを進めます。 

 

 ６次産業化や農商工連携の支援 

認定農業者や法人格を有する集落営農組織などが、６次産業化による事業の多角化や、商業者な

どの連携した商品開発を支援し、高付加価値化による収益力の向上を図り経営の安定を図ります。 

 ６次産業化ネットワーク活動交付金（継続・国） 
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基本目標３「環境創造型農業・農村の推進」 

 

1. 現状と課題 

本市では、平成２２年に篠山市環境基本計画を策定し、環境と農家の営みが共鳴するまちを農業

分野の基本目標として、環境に配慮した農業を進めてきました。また、平成２５年には「生物多様

性ささやま戦略」(森の学校復活大作戦)を策定し、多様な生物環境を将来の子どもたちに引き継ぐ

取り組みを始め、平成２８年度には、「丹波篠山いきもの４８」(ＴＳＩ４８)を定め、市内には多種

多様な生き物が生息していることをアピールし、大人や子ども達が身近な生き物や自然環境を大切

にする取り組みを始めています。 

また、本市の「農」を基調とした暮らしは、これまで長きに亘り、地域の歴史的魅力や特色を培

い、その価値が日本遺産認定の基盤となっています。今後「農」の多面的機能を生かした農業・農

村のあり方を再評価し、実践することが暮らしの豊かさや農村の活性化の大きな鍵となっています。 

近年、こうした本市の暮らしや農村環境が、外部から高く評価されている一方、日々の暮らしの

中では、恵まれた環境や豊富な地域資源の存在が「あたりまえの暮らし」となり、その恩恵を認識

し、実践、活用するに至っていません。 

こうした本市の宝物を維持、継承し、更に発展させるためには、人と自然が共生する環境創造型

の農業と農村づくりが大切であり、自然環境や景観に配慮した農業基盤の適正管理や減農薬や減化

学肥料といった自然環境への過剰な負荷の軽減を目指していく必要があります。 

 

2. 取り組みの方向 

農地は、田畑や里山、用水路や河川、ため池などを含む農村空間として、人為的な管理が加わる

ことにより、長年に亘って食糧生産と生物の多様性を保ってきました。 

今後、農村における農産物の生産活動が自然生態系に影響を与えないようバランスに配慮し、本

市の「農」を基調とした暮らしや、農村の環境を将来に亘って維持できるよう取り組みを進めます。 

 

3. 具体的な取り組みと施策の展開 

（1）環境に配慮した農業の推進 

環境に配慮した農業を推進し、健やかな土を守り、持続可能な農業を推進するため、農薬や化学

肥料の低減をめざし、緑肥や堆肥をはじめとした有機資材の有効活用を推進します。また、エコフ

ァーマー制度などの、国や県の支援策を有効活用しながら農業者への普及啓発と消費者の理解を図

り、環境に配慮した農業を推進します。 

 環境創造型農業の推進 

化学肥料や化学合成農薬の低減技術など、持続性の高い農業生産方式に取り組む農業者であるエ

コファーマーの認定者数を拡大するため、研修会の開催などを通じて普及啓蒙を図り、農業者の理

                                                
 持続性の高い農業生産方式 有機資材の施用や農薬・化学肥料の低減した生産方法 
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緑肥のすきこみ 

解と取り組みを推進します。 

 環境保全型農業直接支払（継続・国） 

 環境創造型農業・農村研修会（新規・市） 

 エコファーマー認定取得の支援（新規・市） 

 有機農業者への支援 

有機農業の導入は技術の特殊性や農業経営面の収益性に課題があり、取り組まれる農業者が少な

いため、市内の有機農業に取り組む農業者の組織化や、有機農業を目指す農業者への技術の普及を

図り、有機農業に取り組みやすい環境づくりを推進します。 

 有機農業や環境創造型農業の技術研修会や組織化を進

めます（新規・市） 

 有機資材による土づくり 

肥料となる作物を田畑にすきこむ牧草やヘアリーベッチ

などの緑肥の作付けや、市内畜産農家からのたい肥供給な

ど、畜産農家への飼料供給する耕畜連携を推進し、たい肥

など有機質資材の施用による土づくりを進めます 

 

（2）環境創造型農村の創造と生物多様性の保全 

かつて、子どもたちの遊び場であった川の土手や田んぼ、水路などの原風景を保全し、美しく豊

かな自然や生きものたちを、将来に継承していきます。水路やため池、農道の整備など、農村に生

息する生物の生態系に配慮した整備技術を確立し、水田生態系の保全を進めます。 

 環境創造型農村の推進 

田んぼを取り囲む水路や農道などの整備は、効率や機能の維持だけにとどまらず、できるだけ自

然の素材を使用した生態系保全や景観に配慮し、農の営みと生きものの生息が両立する農村環境を

将来に引き継ぐ「環境創造型農村」の取り組みを推進します。 

 環境創造型農業・農村の啓発活動の実施（新規・市） 

 農村環境の生態系保全に配慮した水路整備の推進（継続・市） 

 生きものに配慮した農法 

農地の雑草対策や防虫対策を化学農薬に頼りすぎず、栽

培方法や栽培管理による害虫予防や雑草抑制の技術を検討

し、田んぼにおけるビオトーブづくりなど生きものの生息

環境に配慮した環境づくりを目指します。 

 生物多様性フォーラムの開催（継続・市） 

 生きもの調査の実施（継続・市） 

 

                                                
 有機農業 化学肥料や農薬を使用せず遺伝子組換え技術を利用しないことを基本に環境への負荷をできる限り低減する農業 
 ヘアリーベッチ マメ科の１年草ですき込むことで土壌に窒素を固定する。 
 耕畜連携 飼料作物を生産する農家と畜産農家が連携し飼料の生産供給、堆肥の供給など地域内循環やコスト低減を図る取り組み。 

生きもの調査の状況 



22 

 

基本目標４「安心安全な食料の供給」 

 

1. 現状と課題 

地産地消の取り組みに対する市民アンケート結果では、市内消費者の６６．４％が市内の直売所

を定期的に利用されていますが、一方で、販売場所の増設や販売情報の広報拡大の必要性を求めら

れています。 

学校給食への農産物供給では、契約農業者の高齢化や、安定した品質や規格、供給量の確保など

の体制を整える必要があります。 

残留農薬や産地偽装など、食の安心安全に対する脅威となる事件や事故が発生しており、農産物

の品質に対する信頼性の確保や適正な食品表示が求められています。 

 

2. 取り組みの方向 

 生産者の顔が見える地元農産物の供給体制や、消費者が安心して農産物を購入できる体制整備に

取り組みます。 

 学校給食への地元農産物の活用を図り、「地元食材活用率日本一」の学校給食の推進や伝統的な和

食文化の継承など、食文化や健全な食生活の啓発を図ります。 

食の安全性や品質などを確保する環境づくりを推進し、篠山市産農産物に対する消費者からの信

頼を高めます。 

 

3. 具体的な取り組みと施策の展開 

（1）地産地消の推進 

地元農産物の消費拡大や伝統的な食材を活用した本市固有の食文化への興味や関心を高めるため、

消費者ニーズに対応した野菜づくりや、市内直売所の情報や旬の野菜の情報を提供し、購買意欲の

向上を図ります。 

 市内農産物の消費促進 

市内の消費者や小売店、飲食店が積極的な地元農産物を

活用する機会を拡大するため、直売所情報を掲載したホー

ムページの開設や直売所スタンプラリーの開催などに取り

組み、市内農産物の消費促進を図ります。 

 市内の農産物や農産加工品を掲載した直売所情報ホー

ムページ開設します（新規・市） 

 地元産野菜の旬の時期を紹介した野菜カレンダーを制

作します（新規・市） 

 地産地消を促進するため市内の直売所スタンプラリーを開催します（継続・市） 

 

篠山市内を巡る農産物直売所スタンプラリー

の開催 
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 消費者ニーズに対応した野菜づくり 

多様化する消費者ニーズに対応した野菜づくりを推進するため、農業用園芸ハウスに対する支援

や野菜作りの研修会の開催などを進めます。 

 

（2）食育の推進 

 安全な農産物に関する知識や食を選択する力を育むため、学校における学校給食を通じた食育の

推進や、特産農産物を食材に使った給食メニューづくりを進めるほか、給食用農産物の安定した品

質と供給量を確保するための体制整備を進めます。 

 学校給食への地元農産物利用の促進 

供給農業者の組織化と生産意欲の向上による更なる地

元農産物の利用促進を図るため、学校給食用農産物を供

給する農業者の出荷体制の整備を進めます。また、学校

給食園における農業者と子どもたちとのふれ合う機会を

拡大し、子どもたちが食に関わる人たちに対する感謝の

気持ちを育む食農教育に努めます。 

 

 篠山米を食べよう市民運動の推進 

篠山産コシヒカリのごはん食運動を展開し、伝統的な食文化の伝承と健康的な体づくりを啓発し

ます。 

 

（3）食に対する安全性と信頼の確保  

安全な食料を消費者に供給するため、生産から食卓までの安全性の徹底や、食品表示の適正化に

より消費者の信頼を確保する取り組みを進めます。 

 農産物の安全性の確保 

残留農薬基準を定めたポジティブリスト制度の周知徹底や隣接する農産物への飛散防止など農

薬の適正使用、肥料や農薬の使用履歴記録の徹底を図り、安心安全な農産物を供給する体制を強化

します。 

 

 適正な食品表示の推進 

食品の表示に対する信頼性を確保するため、食品表示法に基づいた適正な食品表示の普及・啓発

を図り、安全安心な食品の供給が行われるよう、関係機関との連携を強化します。 

                                                

ポジティブリスト制度 一定量以上の農薬等が残留する食品の販売等を禁止する制度 

小学校に児童らによる学校給食園での収獲体験 
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基本目標５「農地の保全と活用」 

 

1. 現状と課題 

農業集落における農業従事者の減少と高齢化は、耕作放棄地の発生や農業用施設の機能不全を引

き起こすなど、農村の生活基盤維持の大きな課題になっています。篠山市域の北・東部においては、

短期間に急激な人口減少と高年齢化に加え獣害が拍車となり、農業者の耕作意欲の減退と遊休農地

の発生が懸念されています。 

 

2. 取り組みの方向 

優良農地を将来に亘って維持・確保するため、農地転用

の適正化や遊休農地の有効活用を図り、農地の良好な利用

を進めます。 

農業者と地域住民による農村の保全活動を支援し、農村

が有するやすらぎのある景観の維持や、洪水防止などの多

面的機能の保全を進めます。 

農業集落が連携した獣害対策の取り組みや、狩猟者、捕

獲従事者の育成と確保を推進し、獣害に強い地域づくりを

推進します。 

 

3. 具体的な取り組みと施策の展開 

（1）優良農地の確保と活用 

 農業振興地域整備計画の運用 

農業の振興を図る優良農地を確保するため、農業振興地域整備計画の適正な管理により農業振興

地域の農用地面積の維持と保全に努めます。 

 

 農地の有効活用の推進 

農業従事者の高齢化や後継者の不在など、耕作できなくなった農地を意欲ある農業者に集積し、

農地の有効活用を図ります。 

 農地流動化奨励金（継続・市） 

 

（2）農業・農村の生産基盤の保全 

農業・農村が持つ食料の生産基盤としての役割のほか、洪水調整機能や生きものを育む環境、美

しい景観などを将来に亘って保全していくため、地域ぐるみの保全活動の支援や、老朽化した施設

の長寿命化と適切な管理を推進します。 

                                                

農業振興地域整備計画 優良な農地を保全するとともに、農業振興のための施策を計画的に実施するため市が定める総合的な農業振興の

計画 

草刈りや水路補修の共同活動の様子 
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 農業・農村の多面的機能の増進 

農業・農村の生活基盤となる水路、農道、ため池の維持管理や長寿命化など、共用施設の維持の

ための共同活動や質的向上を支援します。  

 多面的機能支払制度（継続・国） 

 農地維持支払（農地法面の草刈り、水路の泥上げなどの共同活動を支援） 

 資源向上支払（水路、農道の補修、ビオトーブづくりなどの共同活動を支援） 

 施設の長寿命化（農業用施設の改修） 

 地域資源保全管理構想の策定 

 中山間地域直接支払制度（継続・国） 

 急傾斜地など条件不利地域の農業生産活動を支援 

 

 農業水利施設の保全 

農業の基幹水利施設であるため池の定期的な点検や施設管理者の講習会開催、老朽化したため池

の整備に取り組み、安定した農業水利の確保と農村の減災・防災対策を推進します。 

 

（3）鳥獣被害の防止 

本市の獣害対策は、全国的に先駆けて先進的な対策を

講じていますが、今後も引き続き野生動物の生息実態の

把握や、効果的な対策を確立し、地域ぐるみの獣害対策

を推進します。 

 有害捕獲と個体数管理の推進 

 篠山市猟友会と連携し、シカ、イノシシ、サル、カ

ラス等の有害鳥獣を捕獲します。 

 ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した監視体制や遠隔捕

獲に取り組みます（継続・市） 

 狩猟免許の取得を支援し有害鳥獣捕獲の人材を確保します（継続・市） 

 

 集落ぐるみの防除体制の整備支援 

鳥獣害防護柵の設置やサル用電気柵の資材を集落に提

供し、集落ぐるみによる被害防除体制を構築します。 

 山林と農地との境界にサル被害対策の緩衝帯を整備

する活動費を助成します（継続・市） 

 集落によるイノシシやシカ被害対策の金網柵を設置

                                                
 地域資源保全管理構想 農用地、水路、ため池などの適切な保全管理に向けて概ね5年後に目指すべき保全管理の姿や取り組む活動・方

策をまとめたもの。 
 篠山市猟友会 狩猟者のための団体で有害鳥獣捕獲などを実施。 

サル用電気柵の材料支給による電気柵の設置 

出前講座による集落ぐるみの追い払い講習会

の開催 
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します（継続・市） 

 サル被害用の電気柵設置の資材を提供します（継続・市） 

 サル監視員による出没情報の把握や警戒情報を発信します（継続・市） 

 サルの追い払い技術を普及するため出前講座を開催します（継続・市） 

 サルを追い払うスペシャリストの確保と育成を進めます（継続・市） 

 携帯メールによるサルの出没警戒情報を発信します（継続・市） 

 サルを追い払う専門犬（モンキードック）を育成します（継続・市） 

 煙火講習会や花火を配布しサルの追い払いを強化します（継続・市） 

 

 外来生物の捕獲支援 

アライグマ、ヌートリアなどの特定外来生物駆除のた

め、捕獲に従事する市民の確保 や、捕獲するための捕

獲器の購入などを支援します。 

 

                                                
 煙火講習会 動物駆逐用の火薬取締法に規定する花火を使用するため煙火消費保安手帳所有者が年１回受ける講習 
 特定外来生物 海外起源の外来種で、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの又は及ぼすおそれがあるものの中から指

定されたもの。 

アライグマ、ヌートリア捕獲従事者講習会の
開催 
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基本目標６「丹波篠山の魅力を発信する」 

 

1. 現状と課題 

篠山市には、豊かな特産農産物や伝統食、手入れされた田畑や里山からなる美しい田園景観、伝

統的な祭礼や芸能など優れた地域資源があふれています。平成２７年には文化庁の日本遺産認定や

ユネスコが創設する「創造都市ネットワーク」への加盟など、国内や世界から優れた地方都市とし

て評価されています。  

これらの地域資源を活用し、グリーンツーリズムやエコツーリズムによる集客促進や、都市住

民などの農村ボランティアに繋げるなど交流機会を拡大するため、窓口機能や情報発信の強化、観

光協会、商工会、観光事業者と連携した推進体制を整備する必要があります。 

 

2. 取り組みの方向 

農村への交流人口の呼び込みは、観光消費だけでなく

様々な経済活動に波及するため、本市の魅力ある資源を有

効に活用した集客需要の創出を図り、農業と観光の連携に

よる産業創出を目指します。 

また、観光農園や体験型農業、ワーキングホリデー(援農

ボランティア)など余暇活動を楽しむ機会の充実を図ると

ともに、都市と農村の交流を一過性に終わらせることなく、

交流人口を移住・定住に繋げる体制について整備を進めま

す。 

 

3. 具体的な取り組みと施策の展開 

（1）農村資源を活用した交流機会の創出 

 農村の伝統行事や食文化を活用し、自然景観や観光農園を楽しむグリーンツーリズム、市内の里

地里山や多種多様な生き物を活かしたエコツーリズムの取り組みを推進します。 

 情報発信の強化 

ホームページの充実や広報活動の強化などを通じて、マスメディアや都市住民に対する情報発信

力を高めます。 

                                                

グリーンツーリズム 都市と農山漁村を行き交う新たなライフスタイルを広め、都市と農山漁村それぞれに住む人々がお互いの地域の魅

力を分かち合い、「人、もの、情報」の行き来を活発にする取り組み。 

エコツーリズム 自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験し、学ぶとともに、対象となる地域の自然環境や歴史文化の保全に責任を

持つ観光のありかた 
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 グリーンツーリズム・エコツーリズムの情報を掲載したホームページの開設します（新規・市） 

 特産農産物を紹介した広報媒体やポスターを制作します（新規・市） 

 丹波篠山フェアの開催（再掲） 

 

 グリーン・エコツーリズムの推進体制の構築 

観光協会や商工会、観光事業者と連携し、米づくりや黒豆づくりなどの農作業体験、地域の農業

まつりや農家民泊など、本市の地域資源を生かしたグリーン・エコツーリズムを進める体制を整備

します。 

 

（2）農村と都市の連携機会の拡大 

本市への日帰り型観光のニーズに着目し、遊休農地を活用した農園利用の推進や、既存の滞在型

市民農園の充実など、利用者ニーズに応じた市民農園運営を支援します。 

 

 体験農園や都市農村交流事業の拡充 

遊休農地の有効活用を図るため、本市近隣の都市住民の

ニーズに沿った農園利用を導入するなど、近隣都市から農

村への集客を促進します。 

 

 農村ボランティア受入れ体制の整備 

農村との交流が少ない都市住民や、企業の社会貢献活動

や社員教育としての農村ボランティア参加の呼びかけと受

入地域の体制整備を進めます。また、農地の保全活動や隣

接する里山の環境整備など、農村の一体的な保全管理に向けたボランティア活動の体制づくりを進

めます。 

 都市住民や大学生などが参加する農山村ボランティアを普及するため「丹波篠山楽農パートナー

事業」を実施します（継続・市） 

 農業集落と都市との交流を推進するため「集落営農活動推進事業」を実施します（継続・市） 

 

 

都市住民による黒豆の種まき作業 
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第４章 推進体制 

 

1. 各主体の役割 

 

（1）行政の役割 

市は、前項の施策を実施するに当たっては、農業者、農業団体、市民及び事業者並びに国及び県

と適切な連携を図ります。 

農業者の経営安定や集落営農の設立に対する支援、安定生産や加工、販路拡大などの取り組みを

支援するほか、関係機関、各種団体と連携した特産農産物の産地形成や農業・農村施策の策定を推

進します。 

 

（2）農業者の役割 

安心、安全で良質な農産物の安定生産と供給や、地域ぐるみの農地保全活動と資源を生かした都

市農村交流などに取り組みます。 

 

（3）農業団体の役割（ＪＡ、土地改良区） 

特産農産物の販売戦略や農業者への営農指導や資材供給、出荷体制の支援と農業生産基盤の整備

など、農業者の生産活動を支援します。 

 

（4）事業者の役割 

市内農産物の利用を図るとともに安全な食材の使用に努め、消費者からの信頼確保を図るほか、

市内農業者などと連携した商品開発やグリーンツーリズムの推進に努めます。 

 

（5）市民の役割（消費者など） 

篠山市の農業・農村で育まれた特産農産物の特徴や農村の多面的な機能、伝統的な民俗芸能を理

解するとともに、篠山市産の農産物利用の促進、農村保全やコミュニティへ活動への参画に努めま

す。 
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2. 施策の推進体制 

 

（1）計画の推進体制 

農業・農村に関係するそれぞれの主体が情報を共有し、計画の進行状況を確認しながら施策を実

行していきます。推進体制は、市、農業委員会、JA、農業改良普及センターで構成する「篠山市農

林振興協議会」が中心となり、相互に連携しながら計画の実現を目指します。 

また、市内部では、環境、教育、観光、商業など関係各課と方向性を共有し、効果的な施策の実

施を推進します。 

篠山市農林振興協議会（規約設置） 

篠山市、篠山市農業委員会、丹波ささやま農業協同組合、丹波農業改良普及センタ－で構成 

 

（2）計画の進行管理 

計画の着実な進捗と施策の評価や環境変化に伴う計画の見直しを行うため、篠山市農都創造審議

会を定期的に開催し、常に方向性を確認しながら施策を推進していきます。 

施策の調査や評価を行う組織 

篠山市農都創造審議会（条例設置） 

 農業及び農村に関する重要な事項を調査審議 

 

（3）施策の実行体制 

施策の効率的かつ効果的な推進を図るため、農業者や関係団体との協議や意見聴取を行い、市民

本位の農業・農村施策を実行します。 

篠山市地域農業再生協議会（規約設置） 

戦略作物の生産振興や米の需給調整、地域農業の振興、農地の利用集積、耕作放棄地の再生利用、

担い手の育成・確保 

篠山市農業振興地域整備促進等協議会（要綱設置） 

農業振興地域の整備に関する法律に基づき農業振興地域整備計画を樹立し優良農地確保につい

て協議 

篠山市新規就農促進協議会（要綱設置） 

新規就農希望者の参入や定着を促進し地域農業の担い手の育成について協議 

篠山市有害鳥獣対策推進協議会（規約設置） 

野生動物の科学的な保護管理、野生鳥獣による農林業等への被害及び生活被害を防止する対策を

協議 
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第５章 施策指標 
  

基本目標１ 【多様な担い手の育成】 

人・農地プラン作成地区数 

（件/累計） 

H27現状 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 
【出所】農都政策課調べ 

14 30 50 70 90 100 

地域での担い手の育成や土地利用集積について計画づくりを進めているため、地域の意向が反映し

ているための指標として設定 

農業生産法人数 

（法人/累計） 

H27現状 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 【出所】農業委員会、農都政策

課調べ 21 25 27 30 33 35 

集落営農等の集団組織について、法人化の推進を図っており、今後とも主要な担い手の一つである

ので指標として設定(農業生産法人、農業参入法人) 

認定農業者数【認定数】 

（人/累計） 

H27現状 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 
【出所】農都政策課調べ 

48 55 60 65 70 80 

効率的かつ安定的な農業を営む者（認定農業者）や意欲的な元気な農業者に、農用地の集積を推進

していくことから指標として設定 

※毎年度末における認定農業者認定数 

基本目標２ 【丹波篠山ブランドの強化】    

特産農産物(黒大豆)の作付面積（ha） 

H27現状 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 
【出所】農都政策課調べ 

648 665 670 675 680 685 

特産作物のブランド維持を行うため、特産作物の代表的な作物である黒大豆の面積の推移を指標と

して設定 

特産農産物(山の芋)の作付面積（ha） 

H27現状 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 
【出所】農都政策課調べ 

42.9 43 45 50 55 60 

特産作物のうち栽培面積が減少又は頭打ちとなっており、今後とも生産拡大を図っている面積を指

標として設定 

特産農産物(丹波栗)の販売額（千円） 

H27現状 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 
【出所】農都政策課調べ 

60,176 80,000 94,000 96,000 100,000 100,000 

ブランド化のため作付拡大と生産量の拡大が作物の振興とブランド化につながる指標として設定 

集荷量×庭先平均価格（集荷量はＪＡ出荷を総数の50％で算出） 

基本目標３ 【環境創造型農業・農村の推進】    

環境配慮型水路づくりの推進(組織数) 

H27現状 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 【出所】農都政策課調べ、農都

環境課調べ 7 14 20 40 76 76 

多面的機能支払に取り組む組織が水路整備に際し自然素材の使用や生態系の配慮などに取り組む

組織数として設定 

※毎年各組織における取り組みを推進 
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基本目標４ 【安心安全な食料の供給】    

農産物直売所利用人数(人) 

H27現状 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 
【出所】農都政策課調べ 

292 292 294 296 298 300 

ＪＡ直営の農産物直売所の年間利用者数を目標として設定 

学校給食で使用する野菜品目のうち、地

元産使用率（％） 

H27現状 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 
【出所】「篠山の教育」 

40.7 40 41 41 42 42 

重量ベース使用率目標25％を維持しながら、使用品目数使用率を目標設定とすることで、新たな品

目を学校給食に取り入れていくこととして設定 

※Ｈ27重量ベース12品目29.6％、59品目中24品目40.7％使用 

基本目標５ 【農地の保全と活用】    

優良農地(農業振興地域整備計画農用地

区域）の面積（ha） 

H27現状 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 
【出所】農業振興地域整備計画 

3,466 3,460 3,458 3,458 3,456 3,456 

農業振興地域整備計画により市における将来的に確保する農用地確保面積を計画に定めている。今

後、本市における農用地として確保・保全する目標面積として設定 

農地の流動化率【利用権設定面積】（％） 

H27現状 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 【出所】農都政策課調べ 

 27.2 29 31 33 35 35 

担い手への育成により認定農業者等の主要な担い手への農地集積が進むことから農地の流動化（利

用権の設定）面積の累積面積を指標として設定 

※全農地に対する利用権の設定面積の割合 

鳥獣害防止計画に基づく捕獲数達成率

（％） 

H27現状 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 【出所】鳥獣被害防止計画、県

鳥獣保護管理計画 135 100 100 100 100 100 

農作物被害軽減のため、鳥獣保護管理法及び鳥獣害防止法措置法に基づき、シカ、イノシシ、サル

の有害捕獲(個体数管理)を実施しており、被害軽減施策の一つの目安として、捕獲計画数に対する

捕獲数を達成率として設定 

※シカ駆除計画数と実績数との比較 

基本目標６ 【丹波篠山の魅力を発信する】    

観光ポータルサイトアクセス数（千件） 

H27現状 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 
【出所】商工観光課 

2,350 2,850 2,900 2,950 3,000 3,000 

観光戦略として丹波篠山の観光情報を見やすくわかりやすく伝えるための指標として設定 

観光者入込数（千人） 

※篠山市独自算出 

H27現状 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

【出所】商工観光課 1,669 1,750 1,800 1,850 1,900 2,000 

(2,345) (2,400) (2,450) (2,500) (2,550) (2,600) 

篠山市への観光入込み数を指標として設定 

※カッコ内は統一調査方式 

 



33 

資料 

篠山市農都創造条例 

平成２６年１２月２２日 

条例第３５号 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第８条） 

第２章 基本方針（第９条―第１４条） 

第３章 篠山市農都創造計画（第１５条） 

第４章 篠山市農都創造審議会（第１６条） 

附則 

私たちのまち篠山は、兵庫県の中東部、丹波高地の山々に囲まれた篠山盆地に位置し、武庫川、

加古川、由良川の３つの河川の源流を育み、四季の移ろいに合わせ異なった彩りを見せる山河と田園

が、日本の原風景とも言えるのどかで豊かな景観として残されています。 

私たちの先人は近代以降、日本の都市化が進むなかにおいても、農業と農村を大切に守り続け、

日本の「農都」として篠山の農村風土を継承してきました。 

この素晴らしい環境の中で、先人の弛まぬ努力により受け継がれた黒大豆や山の芋など、豊富な

全国ブランドの農産物が育まれてきました。 

このかけがえのない市民共有の財産を守り、次の世代へ確実に引き継いでいくことは私たちの責

務です。 

ここに、地域の基幹産業である農業を大切にし、市をあげて農業振興に取り組むことを明確にす

るため、この条例を制定します。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、農業及び農村に関する基本理念並びにその実現に必要な基本方針となる事項を

定め、市、農業者、農業団体、事業者及び市民の役割を明らかにすることにより、農業及び農村

の振興に関する施策を計画的に推進し、もって本市の農業及び地域社会の持続的発展を図ること

を目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 農業者 農業を営む個人及び法人並びに農地を所有している者をいう。 

(2) 農業団体 農業協同組合、土地改良区その他農業に関わる団体をいう。 

(3) 事業者 農産物の流通、加工又は販売に関わる個人又は法人をいう。 

（基本理念） 

第３条 農業及び農村の振興は、次に掲げる基本理念によるものとする。 

(1) 市民が農業及び農村の維持活動に参画し、先人から受け継いだ豊かな農地を守り、美しい農

村景観を次世代に引き継ぐこと。 

(2) 互いに助け合う農業を推進し、多様な担い手の連携により魅力ある農業が持続的に発展する
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こと。 

(3) 特産農産物の伝統を守り、安定的な生産及び安心で安全な品質の確保に努めるとともに、篠

山の風土に合った新たな農産物の発掘と振興に取り組むこと。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に規定する基本理念に基づき農業及び農村の振興に関する施策を策定し、実施す

るものとする。 

２ 市は、前項の施策を実施するに当たっては、農業者、農業団体、市民及び事業者並びに国及び県

と適切な連携を図らなければならない。 

（農業者の役割） 

第５条 農業者は、自らが農村における地域づくりの主体であることを認識し、安心で安全な農産物

の安定的な供給、地域の自然環境の保全並びに市民及び都市住民との交流により農業及び農村の

振興に努めるものとする。 

（農業団体の役割） 

第６条 農業団体は、農業者の農業生産活動を支援するとともに、本市の農業及び農村に関する施策

に協力するよう努めるものとする。 

（事業者の役割） 

第７条 事業者は、市内で生産された農産物の利用を図るとともに、安心で安全な食料を消費者に供

給し、その事業活動において本市の農業及び農村の振興に協力するよう努めるものとする。 

（市民の役割） 

第８条 市民は、農業及び農村が市民生活に果たしている役割の重要性について理解と関心を深め、

市内で生産された農産物を積極的に消費し、コミュニティを育む農村の保全に協力するよう努め

るものとする。 

第２章 基本方針 

（農業の担い手の育成） 

第９条 市は、集落の農業者の生産意欲向上を図るとともに、多様な担い手の確保のために必要な施

策を講ずるものとする。 

２ 市は、農業の中核を担う農業者の育成を図るために必要な施策を講ずるものとする。 

（個性ある産地の形成） 

第１０条 市は、特産農産物の安定的な生産及び品質の向上並びに新たな農業技術及び新規農産物の

導入に必要な施策を講ずるものとする。 

（環境に配慮した農業・農村） 

第１１条 市は、自然環境と生物多様性に配慮した環境保全型農業と農村づくりに取り組むものとす

る。 

（安心安全な食料の供給） 

第１２条 市は、安心安全な食料の生産及び供給に必要な施策を講ずるものとする。 

２ 市は、地域で生産された安全な農産物の利用を図り、地産地消を推進するために必要な施策を講

ずるものとする。 

（農地の保全と活用） 

第１３条 市、農業者及び農業団体は、農業の生産基盤である優良な農地を将来にわたって維持し、
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有効に利用するよう努めるものとする。 

２ 市は、農業者、農業団体、事業者及び市民と連携し、農業の基盤を支える水路、ため池等農業用

施設の保全及び有害鳥獣による被害の防止を図るための施策を講ずるものとする。 

（交流と連携） 

第１４条 市は、都市住民及び市民との交流機会の確保、交流の場の充実、農業体験等の取り組みを

推進するため、農業及び農村に関する情報の提供その他必要な施策を講ずるものとする。 

第３章 篠山市農都創造計画 

第１５条 市長は、第４条第１項の施策を総合的かつ計画的に推進するため、篠山市農都創造計画（以

下「計画」という。）を策定するものとする。 

２ 計画は、農業及び農村の持続的な発展に関する目的を達成するための具体的施策その他重要事項

について定めるものとする。 

３ 市長は、計画を定めるに当たっては、あらかじめ市民の意見を反映することができるよう、必要

な措置を講ずるものとする。 

４ 市長は、計画を定めたときは、速やかにこれを公表するものとする。 

第４章 篠山市農都創造審議会 

第１６条 市は、農業及び農村に関する重要な事項を調査審議するため、篠山市農都創造審議会（以

下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、次に掲げる事項を審議する。 

(1) 計画に関する事項 

(2) 農業及び農村の振興に関し必要な事項 

(3) その他市長が必要と認める事項 

３ 審議会は、委員１５人以内で組織する。 

４ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 

(1) 農業者 

(2) 農業団体の代表者 

(3) 事業者の代表者 

(4) 学識経験を有する者 

(5) 公募市民 

(6) その他市長が必要と認める者 

５ 前各号に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
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丹波篠山農都宣言 

 

平成２１年２月７日 

告示第７号 

 

篠山市は、食の安全と安心を未来にわたって育み、篠山特有の自然を生かし、農業の新たな先駆

者として更なる振興を実現するため、 

１ 「いのち」を支える「農」を未来に育みます。 

１ 「農」を支える「人・土・水」を大切に育みます。 

１ 「丹波篠山」を支える「特産物」を育みます。 

を基本理念として、「自然の気候風土に恵まれた日本一の農業の都、篠山市」をここに宣言します。 

 

―制定理由― 

篠山市の農業は、丹波霧にみられる盆地特有の気候風土と先人たちのたゆまぬ努力と伝統を生か

した特産物（コシヒカリ、丹波黒大豆、山の芋、篠山牛、丹波栗など）を生産しています。 

特産物が、「丹波篠山ブランド」として全国的な知名度を誇っていますのも、長年にわたる土づく

りの賜ですが、担い手の高齢化や鳥獣被害等の要因により遊休地の増加が懸念されています。 

一方、今日の農業をとりまく状況は非常に厳しいものがありますが、食の安全が叫ばれ、環境問

題がクローズアップされるなかで、「農」のもつ素晴らしさや多面的な機能の重要性が見直されてい

ます。 

今こそ、将来に向けた篠山市の農業と食の在り方を示し、「農業の都、日本一の篠山市」を実現す

るための施策を展開すると共に、篠山市にとって農業が基幹産業であることを明確に位置づけるこ

とを目的としてこの「農都宣言」を制定します。 

 

  

 


