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5．防災に関する上位計画及び制度 
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5.1 上位計画 

 

1）篠山市総合計画（平成 23年 4月） 

総合計画は行政運営の基本方針としての役割と性格をもつもので、市の最上位計画として位置

付けられる。以下に、「今、求められていること」及び「取り組みの方向」「それぞれの取り組み」

について、防災に関連する事項を整理する。 

 

【目標】 

・安全安心な暮らしにむけ、地域の防災力を高める 

 

【今、求められていること】 

・災害が発生した場合に速やかに対応することができるよう、非常時の組織体制や情報の伝達手

段の整備とともに、非常食や防災資機材などを備蓄しておくことが求められています。 

・災害時には、まずは自分の命は自分で守らなければなりません。大きな力を発揮する、市民一

人一人の備えや、地域での応援体制などの取り組みが求められています。 

・救急医療活動では一刻を争います。傷病者の救命率の向上と、援護を必要とする人への支援体

制を整えておくことが求められています。 

 

【取り組みの方向】 

・災害に備え、消防組織の体制や施設、資機材などを整備するとともに、対策の中枢となる市役

所における活動体制の整備を計画的に進めます。 

・地域住民による防災訓練や学習会などを行い、意識高揚を図るとともに、災害時に支援が必要

な災害時要援護者に対する支援体制を整えます 

・救急時における迅速かつ的確な対応にむけた活動体制を整備するとともに、救急業務の高度化

を図ります。 

 

【それぞれの取り組み】 

基本方針を受け、「市民一人一人の取り組み」「地域や市民団体、事業者などの取り組み」「市の

取り組み」と、行政と多様な市民が一緒になって取り組んでいく必要があり、また、市民の皆さ

んや市民団体には、自立した活動を通して行政と一緒にまちをつくり上げていく姿勢が望まれる。 

「市民一人一人の取り組み」 

・自分のいのちは自分で守るという意識をもちましょう。 

・地域住民の生命・財産を守るため、積極的に消防団活動に参加しましょう。 

・住宅火災警報器の設置が義務付けられています。必ず設置しましょう。 

・講習会等に参加して救急時の対応方法や火災時の適切な消火・避難方法を学びましょう。 

「地域や市民団体、事業者などの取り組み」 

・自分たちのまちは自分たちで守るという意識をもちましょう。 

・自治会などと連携して自主防災活動の取り組みを強化しましょう。 

・積極的に防災、火災、救急訓練および講習会を実施しましょう。 

・地域ぐるみで共同購入するなど、住宅火災警報器の設置を進めましょう。 

「市の取り組み」 

・地域での自助・共助の意識を図ります。（総務部） 

・「いのちを守る防災マップ」づくりなど、自治会の取り組みを支援します。（総務部） 

・防災訓練を実施します。（総務部） 
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・防災資機材、非常食などの備蓄を進めます。（総務部） 

・緊急情報システム、消防救急デジタル無線、老朽化した車両の整備などを計画的に進めます。

（総務部・消防本部） 

・市民救命士講習を開催します。（消防本部） 

・救急救命士の養成を進め、救急時に迅速かつ的確な対応に努めます。（消防本部） 

 

2）篠山市地域防災計画（平成 25年 3月） 

地域防災計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 42 条の規定に基づき、篠山市

の地域に係る風水害等（風水害、土砂災害、原子力災害、大規模事故災害、危険物等の事故、突

発重大事案）に関する対策、また地震災害に関する対策について、その基本を定め、住民及び事

業所等の積極的な協力のもとに防災活動を効果的に実施することにより、住民の生命、身体及び

財産を災害から保護するとともに、災害による被害を軽減することにより、社会秩序の維持と公

共の福祉の確保に資することを目的としている。 

 なお、地域防災計画は「風水害対策編」及び「地震災害対策編」の２編構成となっている。 

 

【基本方針】 

「地域防災基盤の強化」 

（風水害対策編） 

・堅牢でしなやかなまちづくりを進めるため、水害及び地盤災害の防止等市土保全対策の徹底、

災害に強い交通・ライフライン施設の整備を促進するほか、建築物等の耐火性・耐水性の確保

など、防災基盤の強化を図る。 

（地震災害対策編） 

・堅牢でしなやかなまちづくりを進めるため、防災空間・防災拠点等の整備、建築物等の耐震性

の確保、災害に強い交通・ライフライン施設の整備を促進するほか、地盤災害の防止をはじめ

市土保全対策を徹底するなど、防災基盤の強化を図る。 

「地域防災体制の充実」 

（風水害対策編・地震災害対策編） 

・災害による被害を最小限に抑えるため、初動体制を中心に市災害対策本部の機能をハード・ソ

フト両面にわたり強化するほか、ボランティア支援、医療、備蓄、緊急輸送など、市の防災体

制の充実を図る。また、大規模災害に備えるため、防災関係機関、関係団体等の縦横の連携を

一層強化するほか、兵庫県及び近隣市町等との相互応援協定の締結・運用や、恒久的な災害救

援組織の検討など、広域的な防災協力体制の確立を図る。 

「地域防災力の向上」 

（風水害対策編・地震災害対策編） 

・自らの命、自らのまちは自ら守るという防災の原点に立ったまちづくりを進めるため、住民や

事業所等による自主備蓄や、消火・人命救出活動等への協力を促すほか、地域の自主防災組織

の育成を強化するなど、住民や事業所等の参加による地域防災体制の確立を図る。 

 

【文化財及び歴史的な町並みに対する災害予防計画】 

文化財や歴史的な町並みに対し、以下の災害予防計画が記されている。 

「文化財の災害予防」 

・文化財は貴重な国民的財産であり、その保存のために万全の配慮が必要となる。市及び文化財

所有者は現況を的確に把握し、災害に対する予防対策を確立するため、警備及び消火設備、避

雷設備、防火壁、消防道路、保存庫等の設置による防災対策に努める。これらは、国庫補助金

及び県・市補助金等によりまかなわれており、今後、一層の充実を目指す。なお、篠山市篠山
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伝統的建造物群保存地区については、「篠山市篠山伝統的建造物群保存地区防災計画」に基づき、

地域住民・国・県等の支援を受けながら、計画的に事業の推進を図り、総合的な防災力の向上

を目指す。 

「市街地の防災構造化」 

・歴史的街並みを有する市街地が観光拠点となっている篠山地区では、街並みの保全と併せて道

路、駐車場等の都市基盤整備や、地区計画及び建築協定等による市街地整備を推進する。また、

土砂災害を防止するため周辺の小丘や丘陵を保全するとともに、未利用地、荒廃地等の計画的

土地利用を図り、地域の環境改善及び防災基盤の強化を促す。 

 

3）篠山市福住伝統的建造物群保存地区保存計画（平成 24年 7月） 

保存計画は、保存地区の歴史や自然が形成してきた固有の景観を、保存地区住民ひいては市民

共有の財産として保存するとともに、交流や情報発信を通したまちづくりに活用することにより、

保存地区の生活環境の向上と文化環境の発展に資することを目的としている。 

保存計画における、防災に関する事項を以下に記す。 

 

【防災計画策定及び防災施設等】 

保存地区内にはすでに消火栓の設置や防火水槽などが整備されるなど、災害に対する一定の備

えはあるものの、現状では総合的な水利整備にいたっておらず、かつ災害時の活動を担う地域住

民の高齢化などの問題も生じているなど対策が十分ではなく、町並み保存を進めるにあたっては、

ソフト・ハード両面の防災強化が必要となる。したがって、保存地区住民の生命、身体及び財産

を災害から保護し、福住の町並みの保存及び活用を推進するために、保存地区にふさわしい総合

的な防災計画を次の事項を含めた形で早期に策定し、災害に対する安全確保に努めるものとする。 

ア 災害を未然に防ぎ、災害を最小限とするため、防災訓練の充実や広報等による啓発に努めると

ともに、自衛消防組織との連携を図る。 

イ 災害に強い保存地区づくりを進めるため、初期消火及び延焼防止を目的とした消火栓、放水銃

等の消火設備の設置や増設に努める。さらに、保存地区内の消防水利を確保するため、必要に

応じ防火水槽等の増設を図る。 

ウ 地震に備えて、伝統的建造物の修理に併せて耐震性の向上に努める。 

エ 大規模災害の発生を想定し、災害に備える先人の知恵である近世以降に池等から保存地区内に

水を引き入れるよう整備された保存地区及び周辺の防火用・生活用水路など歴史的な水環境の

再生・活用を図る。 

 

4）篠山市福住伝統的建造物群保存地区建築基準法制限緩和条例承認申請説明書（平成 24年 12月） 

 

保存地区内における建築基準法の緩和にあたっては、防災、避難及び通行に関する現況を把握

し、その代替措置について以下のように検討した。 

 

【防災について】 

保存地区は、木造の建造物が密集している箇所があり、江戸時代において度々火災に見舞われ

た地域であるが、地区内にはすでに消火栓の設置や防火水槽などが整備され、また近世以降に池

等から地区内に水を引き入れる水路が防火用・生活用に整備されており、災害に備える先人の知

恵を現在も見ることができるなど、歴史的にも災害に対する一定の備えがある。また、保存地区

は篠山市消防団第一分団の管区内に位置し、管区内には 4 箇所の詰所および消防車両倉庫を設置

しており、85名の消防団員が在住している。詰所の内 3箇所については可搬ポンプ積載車が配備

され、1 箇所についてはタンク車を配備しており、狭路に接する敷地内に位置する建築物の消火

活動についても現状に応じた対策が講じられている。今後、災害時の活動を担う地域住民の高齢

化などの問題も生じてきていることなどから、ソフト・ハード両面の防災強化を図る。 
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【避難について】 

保存地区の収容避難所は、福住小学校体育館、福住公民館となっており、一時避難所は、福住小

学校グランドとなっている。 

保存地区内で建物が密集している大字福住地区においても、２方向避難路が確保されてり、１

方向については旧街道へ、他の方向については敷地裏から隣地または道路、農地その他の空地に

通じる避難路が確保されている。よって、保存地区内では各避難所並びに一時避難場所への通行

路が十分確保されており問題はない。 

 

【代替措置について】 

ア 災害を未然に防ぎ、災害を最小限とするため、防災訓練の充実や広報等による啓発に努める

とともに、自衛消防組織との連携を図る。 

イ 災害に強い保存地区づくりを進めるため、初期消火及び延焼防止を目的とした水利を確保す

るため、必要に応じ防火水槽等の増設を図る。 

ウ 地震に備えて、伝統的建造物の修理に併せて耐震性の向上に努める。 

エ 建物の密集により延焼危険度の高い地域を重点として、災害に備える先人の知恵である近世

以降に池等から保存地区内に水を引き入れるよう整備された水路・溜池の整備を推進し、保

存地区の初期消火体制を充実させる。 

 

【篠山市福住伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例】 

平成 25年 3月 27日 

条例第 20号 

(趣旨) 

第１条 この条例は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。)第 85 条の 3 の

規定に基づき、篠山市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成 15年篠山市条例第 44号。以下「保

存条例」という。)において定められた現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため、篠

山市福住伝統的建造物群保存地区内における法の制限の緩和に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

(用語の定義) 

第２条 この条例における用語は、法、建築基準法施行令(昭和 25年政令第 338号)及び保存条例

に定めるところによる。 

(道路内の建築制限の緩和) 

第３条 伝統的建造物について、建築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下「建築等」という。)

をする場合において、建築等をした後の壁面(軒、ひさしその他これらに類するものを含む。以下

同じ。)の位置がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)における位置から道路の側に越え

ないものであって、かつ、市長が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周

囲の環境を害するおそれがないと認めたものについては、法第 44 条第 1項の規定は適用しない。 

２ 伝統的建造物の敷地内に 2 以上の建築物があり、伝統的建造物又は同一敷地内の建築物につ

いて、建築等をする場合において、建築等をしない建築物(施行日に現に存する建築物に限る。)

については、法第 44条第 1項の規定は適用しない。 

(建築面積の敷地面積に対する割合の制限の緩和) 

第４条 伝統的建造物について建築等をする場合において、建築等をした後の当該伝統的建造物

の建築面積の敷地面積に対する割合が、施行日における当該伝統的建造物の建築面積の敷地面積

に対する割合を超えず、かつ、市長が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものについ

ては、法第 53条の規定は適用しない。 
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(委任) 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

5）篠山市歴史文化基本構想（平成 23年 3月） 

篠山市歴史文化基本構想は、文化財を総合的にとらえ、積極的な保存・活用を図り、歴史・文

化を活かしたまちづくりを進めるため、市内に残る城下町や宿場町、農村集落、旧街道沿いに残

る街道集落、またそれら街道や集落周辺に広がる丹波篠山産の豊かな農作物を生み出す田畑や山

林などの自然景観等を、「日本の原風景 篠山 －中世を起源とし近世に発展した農村都市の姿、篠

山城下と関連文化財群－」と位置づけ、市全域を「歴史文化保存活用区域」と捉えた一体的な保

存・活用の在り方を示すことを目的として策定された基本構想である。 

 

① 文化財防災調査における課題と対策 

【防災訓練の実施】 

まちづくりワークショップ等を実施することによって、災害時の行動（連絡体制、避難経路の

確認など）を再確認する。その中で、既存の設備の点検や使用方法を確認することで、災害時に

備えることができる。 

また、特に高齢者や観光客などを考慮した防災訓練も必要であると考えられる。 

 

【伝統的景観の再生】 

災害時にはその場にある資源をいかに有効活用するかが重要である。ここでは、地区の特徴で

ある伝統的景観（土壁、水路）を再生することで、景観の保全と防災力の向上を目指す。 

例えば、水路を再生し、生活用水として利用し、子供たちの親水空間として利用を行う。日常

から利用していることで災害時の対応を向上させることができると考えられる。今後の課題とし

て、土壁の配置場所による延焼遮断の有効性や、水路の取水場所の配置などがあげられる。 

 

【災害時の避難経路と避難所の確保】 

防災まちづくり支援システムを用いた評価の結果危険度が高かった道路の周辺地域ごとに、避

難経路を確認する。避難経路の確認は、災害時の避難行動に大きくかかわってくると考えられる

ので重要である。また、避難経路に沿って避難所の確保を行うことで、確実に避難所にたどり着

くことも可能となる。避難経路を確保するために、建造物の耐震性を強化することで歴史的な建

造物の保全にもつながると考えられる。 
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表：災害時の課題と対策方針 

震災時の課題 震災時の対策 

ソフト面 ハード面 対策 期待される効果 

・避難経路の確保の問題 ・木造建築の耐震強度不足 

・道路閉塞の可能性が高い 

●防災訓練の実施 

・災害に対する講習会の実施 

・住民の災害に対する意識の向上 

・災害についての知識の向上 

・災害時の行動についての知識の

向上 

火災時の課題 火災時の対策 

ソフト面 ハード面 対策 期待される効果 

・定期的な防災訓練が行われてい

ない 

・木造密集建築による延焼拡大危

険性が高い 

・消火栓など既存の設備が災害時

使用可能であるかわからない 

●防災訓練の実施 

・災害に対する講習会の実施 

・消火器などの消火用設備の実践

講習 

●既存の設備の点検・整備 

●土壁の再生 

●水路の再生 

・住民の災害に対する意識の向上 

・災害についての知識の向上 

・災害時の行動についての知識の

向上 

（消火用設備の使い方、初期消火

の仕方など） 

・災害時の迅速な防災活動につな

がる 

・景観の保全と防災力の向上 

・景観の保全と防災力の向上 

水害時の課題 水害時の対策 

ソフト面 ハード面 対策 期待される効果 

・100 年に 1 度の災害を想定した

場合の被害予想がされていな

い 

 ●避難経路の策定と避難所の決

定  

・迅速な避難と避難場所として活

用される神社などの伝統的な

建造物の整備や保全につなが

る 

避難の課題 避難の対策 

ソフト面 ハード面 対策 期待される効果 

・災害発生時、道路閉塞した場合

の避難経路設定の課題 

・災害時の情報伝達方法・高齢者

の避難 

・福住地区の人口に対する避難所

の収容数の不足 

●防災訓練の実施 

・避難経路の確認 

・隣保組織における情報伝達の連

携体制の確認 

●避難所増設の検討 

●各災害別の避難ルートの検討 

・住民の避難に対する意識の向上 

・災害時の迅速な避難につながる 

・隣保内の住民の連携強化 

・災害時の安全性の確保 

・迅速な避難につながる 

観光客増加に伴う防災の課題 観光化による防災の対策 

ソフト面 ハード面 対策 期待される効果 

 ・観光客数の増加に伴う避難所の

収容数の不足 

・帰宅困難者の対応施設の整備 

●交通安全施設の整備 

●避難所増設の検討 

●駐車場の設置・整備 

・交通事故防止 

・災害時の安全性の確保 

・路上駐車減少による歩行者の安

全性の確保 

 

 

図：福住地区の防災まちづくりの課題と対策方針 

[出典：篠山市『篠山市歴史文化基本構想報告書』] 
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② 「歴史文化まちづくり資産」を基礎とした防災まちづくり 

篠山市では、阪神淡路大震災の教訓を踏まえ、市民の災害に対する取り組みと併せて、ハザー

ドマップで情報を提示するなど総合的な防災まちづくりを進めているが、安全で安心できるまち

づくりを総合的に進めていくためには、非常時だけでなく平時においても市民と行政が協働で

様々な取り組みを進めていくことが求められている。 

また、大規模災害の際は、地域全体が被害を受けているため、「歴史文化まちづくり資産」の優

先的な復旧等は必ずしも期待できない。そのため、大規模災害により被災が予想される「歴史文

化まちづくり資産」の復旧・復興のあり方について、あらかじめ検討を行っておくこと、「資産」

の所有者・管理者だけでなく、行政及び「資産」をとりまく地域住民が連携し、地域が一体とな

って「歴史文化まちづくり資産」を守っていくことが求められる。 

それぞれの地区で住民が継承してきた「歴史文化まちづくり資産」の保存に向けた様々な取り

組みは、災害時における減災の知恵の結晶ともいえる。このため、「歴史文化まちづくり資産」の

保存・活用に向けた取り組みが防災まちづくりに向けた行動指針のひとつになると考えられるこ

とから、市民と行政が協働で「歴史文化まちづくり資産」を基礎とした防災まちづくりを進める。 

 

【市民等】 

これまでの数多くの災害経験に基づく地域住民の減災の知恵を把握・整理し、伝統的技法と最

新技術との融合を図りながら、日常の維持管理や災害訓練等の実施のもとに、将来世代に受け継

いでいく。 

また、防災機能を高めるとともに、「歴史文化まちづくり資産」の魅力・価値を維持・向上するた

め、行政、NPO、民間企業、都市住民等と協働で、「資産」の周囲に広がる里山等の自然環境の保

全・管理を進める。 

 

【行政】 

「篠山市地域防災計画」や「篠山市篠山伝統的建造物群保存地区防災計画」などの既存の計画・

資料に基づき、「資産」の種類、規模、形態などに応じて必要な消防施設の設置・改修や耐震の措

置を施すとともに、「歴史文化まちづくり資産」周辺の環境保全に努め、防災まちづくりを推進す

る。 

また、「歴史文化まちづくり資産」の継承の視点を加えた大規模災害時の復旧の方針を示すとと

もに、集落単位の防災マップの作成やまちづくり協議会単位の防災計画の策定を推進する。さら

に、ヘリテージマネージャーへの支援の充実、伝統技能者の情報収集などを通じ、被災した「歴

史文化まちづくり資産」の修理・修繕のための人材の育成・確保を専門家等と連携して進める。 
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5.2 関連事業実施・計画状況 

 

1）伝統的建造物群保存地区保存修理事業 

保存修理事業は、前述の篠山市福住伝統的建造物群保存地区保存計画に基づき、保存地区住民

の理解と協力のもと快適な生活の確保と防災機能の向上を図りながら、伝統的建造物群の外観を

保存するための修理並びに伝統的建造物以外の建築物等について修景を進め、保存地区全体の価

値を高めようとするものである。 

事業に際しては、文化庁、兵庫県教育委員会、篠山市伝統的建造物群保存地区保存審議会、学

識経験者の指導のもと、保存地区の住民等で組織される福住まちなみ保存会及び保存会登録建築

士等と連携して計画的に保存整備を進めている。 

なお、保存修理事業は平成 25年度から開始し、平成 25年度は 4件、平成 26年度は 4件実施す

ることで、住環境整備や歴史的景観の向上、活性化、地区住民の意識の向上につなげている。 

 

 

図：保存修理事業実施箇所位置図 

scale：1/3000 ↑Ｎ 凡例：□ 伝統的建造物群保存地区 － 字界 … 自治会界 ■ 保存修理事業実施箇所 

 

写真：平成 25年度 

    

↓ ↓ ↓ ↓ 

    

修理 桂家住宅（福住下） 

主屋・離れ屋根瓦葺替、外壁修理 

修理 植村家住宅（福住下） 

主屋・門屋根瓦葺替、外壁修理 

修理 小山家住宅（安口西） 

塀修理 

修理 松本家住宅（安口東） 

主屋屋根茅葺替、外壁修理、建具修理 

 

写真：平成 26年度 

    

修理 斉藤家住宅（福住上） 

主屋耐震補強、屋根瓦葺替、 

外壁修理、建具修理 

修理 森田章宣家住宅（川原） 

主屋屋根瓦葺替、外壁修理 

修理 森田忠家住宅（川原） 

主屋耐震補強、屋根茅葺替、 

外壁修理、建具修理 

修理 熊渕家住宅（安口西） 

主屋耐震補強、屋根瓦葺替、 

外壁修理 

桂家 

植村家 斉藤家 

森田章宣家 

森田忠家 

小山家 

熊渕家 

松本家 
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2）消防施設整備事業 

以下に消防施設整備事業実施要綱を記す。 

 

【篠山市消防施設事業実施要綱】 

平成 11年 4月 1日 

要綱第 93号 

（目的） 

第１条 この要綱は、集落が要望する消防施設の整備拡充を篠山市が行うことにより、篠山市の

消防力の強化促進並びに公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「消防施設事業」とは、次の各号に掲げる事業とする。ただし、特別

の事情がある場合には別途協議する。 

（1）防火水槽の設置事業 

（2）消防ポンプ自動車（積載車を含む。）車庫及び消防団詰所の建設事業 

（3）消火栓の設置事業並びに改良事業 

（4）消火栓の設置に伴う水道管敷設事業 

（5）消火栓用具の購入事業並びに補修、消防用ホースの購入事業 

（6）警鐘台の建設事業並びに補修事業 

（7）消防ホース干し台設置事業 

（8）その他消防施設の補修事業 

２ 当該事業費が 1万円未満の事業については、この要綱の対象としない。 

（地元協力金） 

第３条 この要綱により実施した集落は、地元協力金として当該事業に要した経費の一部を篠山

市へ納付するものとする。 

（地元協力金の割合） 

第４条 前条の規定により、地元協力金の割合は事業の種類に応じ、次の各号に掲げるとおりと

する。 

（1）防火水槽の設置・補修事業は、補助残の３分の１以上とする。ただし、用地は地元提供とす

る。 

（2）防火水槽給水施設設置事業は３分の１以上とする。 

（3）消防ポンプ自動車（積載車を含む。）の車庫及び消防団の各部・班の詰所の建設事業は、消

防自動車導入地域については全額市負担とし、その他の地域については 150万円か事業費の

２分の１のどちらか低い方の額以上とする。ただし、用地は地元提供とする。 

（4）消火栓の設置事業並びに改良事業は、当該費用額の１０分の２以上とする。 

（5）消火栓の設置に伴う水道管敷設事業は、当該費用額の１０分の５以上とする。 

（6）消火栓用具の購入事業並びに補修、消防用ホースの購入事業は、当該費用額の１０分の４以

上とする。 

（7）警鐘台の建設事業並びに補修事業は、当該費用額の１０分の４以上とする。 

（8）消防ホース干し台設置事業は、当該費用額の１０分の４以上とする。 

（9）その他消防施設の補修事業は、当該費用額の１０分の４以上とする。 

（事業要望の手続） 

第５条 この要綱により事業を要望する集落（以下「要望事業者」という。）は、消防施設整備事

業要望書（別記様式）を市長に提出しなければならない。 

（地元協力金の納付） 
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第６条 市長は、この要綱により事業を完了した場合、要望事業者に対して消防施設整備事業地

元協力金の納付書を送付するとともに、要望事業者は納付書記記載日までに篠山市へ納付するも

のとする。 

 附 則 

この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

 

3）耐震改修促進事業 

当事業は、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて、既存の民間住宅の耐震化を促進し、安全・安

心なすまい・まちづくりを推進するため、住宅の耐震改修の計画づくりと耐震改修工事を、実施

される方に対して、その費用の一部を県が補助する事業である。 

 制度は耐震改修の計画づくりに対する補助（住宅耐震改修計画策定費補助）と耐震改修工事費

に対する補助（住宅耐震改修工事費補助）の 2つの補助メニューがある。 

 

【住宅耐震改修計画策定費補助】 

「対象となる住宅」 

・昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工した住宅で、耐震診断（建築士等による耐震診断）の結果が、

「耐震性が劣る」と認められたもの 

「対象者」 

・兵庫県住宅再建共済制度（フェニックス共済）に加入している者又は加入する者 

「補助対象となる費用」 

・耐震診断と耐震改修計画策定費（工事費見積もりを含む）に要する費用 

「補助金額」 

・補助対象となる費用の 2/3 以内（戸建住宅は 20 万円、共同住宅は 1 戸当たり 12 万円を限度と

する） 

 

【住宅耐震改修工事費補助】 

「対象者」 

・所得が 12,000 千円以下の県民（給与収入のみの場合は、給与収入が、14,421,053 円以下の県

民） 

・兵庫県住宅再建共済制度（フェニックス共済）に加入している者又は加入する者 

「対象となる工事」 

・耐震性向上のために行う、基礎、柱、はり、耐力壁及び筋かいの補強等の工事（ただし、耐震

改修後の耐震診断結果が、「安全」となるものに限る） 

「補助金額」 

・補助対象となる費用の内、戸建住宅：1/3 以内（上限 80 万円）、共同住宅：1/2 以内（上限 40

万円/戸） 

 

【簡易な耐震改修定額助成パック】 

「対象者」 

・所得が 12,000 千円以下の県民（給与収入のみの場合は、給与収入が、14,421,053 円以下の県

民） 
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・兵庫県住宅再建共済制度（フェニックス共済）に加入している者又は加入する者 

「対象となる住宅」 

・昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工した住宅で、耐震診断（建築士等による耐震診断）の結果が、

「耐震性が劣る」と認められたもの 

「対象となる費用」 

・耐震性向上のために行う、基礎、柱、はり、耐力壁及び筋かいの補強等の工事（ただし、耐震

改修後の耐震診断結果が、「安全」となるものに限る）に必要となる耐震診断、改修計画及び工

事に要する費用 

「補助金額」 

・50万円（定額） 

 

【耐震改修工事支援（篠山市）】 

「対象となる工事」 

・県より耐震改修工事に対する補助を受けている工事 

「補助金額」 

・工事費の 1/5（上限 10万円） 

 

4）その他の事業 

① フェニックス共済（兵庫県住宅再建共済制度） 

兵庫県では、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、全国に先駆けて住宅再建共済制度を平成 17年

9月からスタートしている。この「フェニックス共済」（兵庫県住宅再建共済制度）は、住宅を所

有している方を対象に、平常時から資金を寄せ合うことで、災害発生時に被害を受けた住宅の再

建・補修を支援する制度である。 

 

【制度の実施】 

・県は、兵庫県住宅再建共済制度条例（平成 17 年兵庫県条例第 41 号）に基づき、共済制度を実

施する。 

・共済制度の運営を、財団法人兵庫県住宅再建共済基金に委託する。 

 

【共済制度への加入】 

「加入者」 

・県の区域内に住宅を所有している者 

「加入の手続」 

・共済制度に加入しようとする者は、共済基金に加入を申し込み、共済負担金を納付する 

「共済負担金」 

・住宅１戸につき年額 5,000 円（新たに加入する場合は、月額 500 円に年度末までの月数を掛け

た額（5,000円を上限）） 

・複数共済期間の共済負担金を一括納付する場合は､負担金を減額 

「共済期間」 

・加入した日からその日の属する年度の末日（3月 31日）まで 
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【基金の積立て】 

・共済基金は、共済給付金に充てるため、共済負担金により基金を積み立てる。 

 

【共済給付金（半壊以上の被害を受けた場合）】 

「再建等給付金」 

・再建・購入した場合 600万円 

「補修給付金」 

・補修した場合（被害の程度に応じた額） 

・全壊 200万円、大規模半壊 100万円、半壊 50万円 

「居住確保給付金」 

・10万円（上記以外の場合） 

 

【具体的な制度の特色】 

・小さな負担で大きな支援 

→住宅１戸につき年額 5,000円で、住宅再建等に最高 600万円が支給される。 

・すべての自然災害が対象 

→風水害・地震・津波・雷等に適用する。 

・住宅の規模・構造や老朽度は不問 

→定額の負担で定額の支給を行う。 

・損失補填ではなく、再建・補修等を支援する助け合いの制度 

→損害保険や他の民間共済との併用が可能である。 

・新しく登場した安心の制度（全国で初めての制度） 

→兵庫県が条例に基づき実施する信頼の制度。 

※…平成 18年 10月１日施行 

 

② ささやまデカンショ防災ネット（http://bosai.net/sasayama） 

篠山市や兵庫県からの防災に関する情報（避難勧告やライフライン被害情報等）を、登録した

メールアドレスに配信するサービス。 

 

【防災情報メール】 

「緊急情報お知らせメール」 

・市災害対策本部の設置 

・避難勧告や避難指示の発令 

・重大なライフライン（道路、水道、電気など）情報 

・その他安全・安心に関する情報…等 

「緊急気象情報お知らせメール」 

・兵庫県内で震度４以上が観測された地震の発生 

・大雨、大雪などの警報の発表・解除…等 

「お知らせメール」 

・災害への備えや知識などを掲載したトップページの更新…等 

 

③ ひょうご防災リーダー講座 

今後、発生が懸念される南海トラフ巨大地震をはじめとした様々な自然災害や原発事故等によ
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る複合的な大災害などから、人命の安全を第一に考え、地域住民と助け合い、被害の軽減を図る

ためには、行政はもとより県民一人ひとりの防災への取り組みをより一層促進させる必要がある。 

また、今年度は、阪神・淡路大震災から 20年目を迎える節目の年でもある。震災の経験と教訓

を地域や世代を超えて継承・発信するため、「―1.17は忘れない―『伝える』『備える』『活かす』」

をコンセプトに、毎月 17日は「減災活動の日」とし、多彩な事業が県内各地域で展開されている。 

平成 26年度ひょうご防災リーダー講座も同事業の一つと位置付けると共に、地域防災の担い手

である自主防災組織等のリーダーの育成を目的とする。（平成 16年度から開講） 

なお、平成 26年度の講座は、南海トラフ巨大地震など大規模災害に備えるため、より実戦的な

カリキュラムとなっており、地域で実践できる企画に力点を置き、地域防災計画づくりや避難所

運営図上演習、防災 DIG などのワークショップ型の研修や、地域防災訓練への参加等バラエティ

ーに富んだ講座を開講している。 

 

④ 緊急通報体制整備事業 

ひとり暮らし又は高齢者世帯に緊急通報装置を設置し、病気や災害など万が一の場合に機器の

緊急ボタンを押すことにより、緊急通報センターへ自動的に通報するサービス。また、24時間セ

ンター看護師による健康相談を利用することもできる。 

 


