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平成２４年度 市政執行方針

１ はじめに

今や、わが「丹波篠山」、篠山市はふるさとの地として、全国的にも大きな注目を集

め、観光客は確実に増え続け、人々のあこがれとなりつつあります。

篠山市の魅力である、農都、美しい街並みと景観、伝統文化、自然環境など、これら

も益々伸ばし、未来に引継ぎます。

そして、大きな課題である若い人の定着を図るため、定住促進、企業振興と雇用、子

育て環境などに特に力を注ぎ、これからは篠山が一番だという「篠山の時代」を築ける

よう、さらなる取り組みを進めます。

２ 財政再建

平成２２年度から平成２６年度にかけて、合併後１０年間優遇されてきた地方交付税

が年間約３億５，０００万円ずつ段階的に削減され、平成２１年度を基準にすると年額

約１８億円も削減されていくという大変厳しい時期を迎えています。

そこで、篠山再生計画を必ず実行し、この厳しい時代を乗り越えていかなければなり

ません。そのために、篠山再生計画で示している財政見通しを最低のラインとして、こ

れを下回ることがないよう取り組みます。

しかし一方、このような中にあっても、市の最重要課題である定住促進をはじめ、農

都創造、企業振興と雇用、教育施設の整備や魅力あるまちづくりに向け、積極的に取り

組みます。

平成２４年度においても、これまで全力で取り組んできました篠山再生計画に掲げる

１４０項目を引き続き進めることとしており、計画前の平成１９年度と比較して、年額

で１２億９，２６６万円の改革効果を見込んでいます。

その主なものとして、職員・給与の見直しでは、職員の定数削減により平成２４年４

月１日の職員数が４５２人となり、平成２３年度当初に比べ７人の減、平成１９年度当

初に比べますと１１４人の減で、２割を超える大幅な減となっています。さらに職員の
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給与１割削減や特別職の給与削減を平成２５年３月まで継続することで、７億９，０２

０万円の効果額を見込んでいます。

公の施設の見直しでは、幼保一体化の推進や、引き続き指定管理制度や民間委託など

を積極的に活用することで、１億２，３６９万円の効果額を見込んでいます。

また、事務事業の見直しでは、すでに取り組んでいる項目を今後も計画どおり着実に

実施することにより、２億７，０３１万円の効果額を見込んでいます。

一方、自主財源の確保では、活用可能な市有地について平成２３年度に一部売却がで

きましたが、旧丹南支所跡地をはじめとする未売却分について価格や条件などの見直し

を行いながら引き続き取り組み、歳入の確保に努めます。

懸案となっています市税、使用料、保険料などの滞納対策については、インターネッ

ト公売や、弁護士委託による徴収、全職員あげての徴収の継続など、あらゆる方策を講

じて収納率の向上に努め、滞納額の減少を図ることとし、歳入の確保について引き続き

努力を重ねていきます。

篠山再生計画については、篠山再生計画推進委員会から、「着実にその成果をあげて

いる」とされながら、一方で中長期的にみるとまだまだ予断をゆるさない状況にあるた

め、「積極的な市債の繰り上げ償還の実施と、地域振興基金等の有効活用が必要」との

意見もいただいており、平成２４年度は市債の繰り上げ償還を引き続き８億２，９００

万円という大きな額を計上し、財政再建に取り組みます。

３ 市民が主役の篠山市

市政や市役所は市民のためにあるものです。これからもありのままの情報公開を実行

し、だれもが分かりやすい市政にするとともに、市民の皆さんの意見を聞く場づくりに

努めます。そして、市民から信頼され、親しまれる市役所づくりに努めます。

昨年１２月、日本経済新聞社は全国８０９の市区を対象にした行政運営の革新度合い

に係る調査結果を公表されましたが、篠山市は透明度２２位、市民参加度７５位、人口

５万人未満の市区では透明度１位と大変良い評価をいただいており、さらなる取り組み

を進めます。

（１）明るいあいさつと応対

私は、市長就任以来、明るいあいさつと応対、市民の目線で、市民のためにと職

員に訓示し、良くなりつつあるという声もお聞きしますが、今後もさらなる取り組
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みを進めます。

（２）ふるさと一番会議、こんにちは市長室、ささやま市政出前講座

市民の皆さんに市政の現状等を報告するとともに、皆さんの生の声をお聞きし、

施策に反映する「ふるさと一番会議」を平成１９年度から、毎年、実施しています。

平成２３年度は教育委員会が行っています教育懇談会と別々に開催しましたが、平

成２４年度については、ご要望やご意見を予算に反映できるよう、６月から７月ご

ろまでの間に開催し、市長と教育長が出席し、一般行政と教育行政について、直接

ご意見を伺えるようにします。

市長と市民が直接お出会いし、ご意見をいただく場として毎月１０日に開催して

います「こんにちは市長室」についても、引き続き、本庁と各支所で隔月で開催し

ます。さらに、平成２４年度からは、市民の希望により、地域や団体、学校、企業

などにも出向いて意見交換の場が持てるよう、新たに「（仮称）お出かけ こんに

ちは市長室」を設けます。

また、市政への理解と協働のまちづくりを進めるため、市民の皆さんが開催され

る学習会などに市職員が出向き、篠山市の取り組みや制度などを説明し、意見交換

を行う「（仮称）知っ得！ ささやま市政出前講座」を新たに開設します。
し とく

（３）住民投票制度

住民投票条例の策定にあたり、本年１月、学識経験者・有識者および公募市民か

らなる篠山市住民投票条例検討委員会を設置しました。

篠山市自治基本条例の理念に基づく篠山市にふさわしい住民投票制度について、

年内に条例の在り方についての検討結果を報告いただく予定です。これに基づき、

制定に向けて取り組みます。

（４）総合窓口、地域サポート職員、職員プロジェクト

平成２２年１月から、市民の皆さんの利便性を高めるため、本庁１階に総合窓口

・ささっとフロアを開設するとともに、毎週火曜日の窓口時間延長や、日曜日の月

１回開庁などを実施しています。市民の皆さんの利用も増えており、昨年７月から

は、税の支払いにもご利用いただいています。今後、市内５カ所の支所とともに、

ますます親しまれる窓口づくりに努めていきます。

また、地域サポート職員制度によって、市民の皆さんに迅速な緊急情報を提供す

るとともに、住民学習への参加、各地区まちづくり協議会への支援を行います。
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職員によるプロジェクトチームについては、新しい政策課題の研究に職員が積極

的に取り組み、森林バイオマスの利活用、篠山城跡のお堀の浄化など、事業化につ

ながる取り組みが見られるなど大きな成果をあげています。

平成２４年度は、篠山らしいエネルギービジョンについての研究を予定している

ほか、庁内公募により新たな課題を定めて調査研究を行うこととしています。

（５）参画・協働プランの策定

篠山市自治基本条例では、市民による参画と協働のまちづくりの推進を定めてい

ます。市内１９地区では各まちづくり協議会によるさまざまな活動が展開されてい

ます。また、さまざまな市民活動の支援拠点として、篠山市民プラザを開設し、新

しい公共を担っていただけるＮＰＯ、ボランティア団体、そして各種文化団体など

が多数登録され、活発に活動されています。

しかし、市民の参画・協働についての基本方針が示されていないなかでの推進で

あり、これまでの検証とともに今後の方向性を示す必要があります。

そこで、平成２４年度は市民の皆さんや各団体などによるまちづくりへの参画と

協働の基本ルールを定める「参画・協働プラン」の策定に取り組みます。

このプランでは、参画と協働の進捗状況を踏まえたうえで、参画と協働の基本指

針やルール、参画の領域と分野、協働の担い手や内容、協働いただく団体の活動へ

の支援などを盛り込む予定で、市民と行政が織りなす新しい自治の仕組みづくりに

つながるよう努めていきます。

（６）や、これは便利だ～篠山市民ガイドブック～の作成

篠山市では、新たに転入された市民の方を対象に市の行政施策や行政サービスを

記載した市民べんり帳・暮らしのガイドをお渡ししていますが、平成２４年度は、

タイトルを「や、これは便利だ～篠山市民ガイドブック～」に改め、全世帯に配付

し、利用しやすい行政サービスに努めます。

このガイドブックの名称は、篠山市出身で平凡社の創設者である下中弥三郎氏が

大正３年、日本で最初に発行した時事用語事典「や、此は便利だ」から採用してい

ます。

（７）まちづくり協議会への支援と地区まちづくり条例

市内１９地区すべてで、まちづくり協議会が設立され、平成２２年度から運営費

について一定額の補助を行っています。まちづくり協議会は、各地区における地域
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づくりの中心となっていただく組織であり、地域の皆さんからも、その活動に大き

な期待が寄せられています。

そこで、まちづくり協議会に今後も自主的で持続的な活動を展開いただくため、

市としての支援体制を明確にする「（仮称）地区まちづくり条例」を制定し、まち

づくり協議会を各地区の自主的なまちづくりの中心組織として位置づけ、各地区の

まちづくり計画の作成とそれに基づく活動について財政支援などを行います。また、

各まちづくり協議会の意見交換・情報交換の場を設けます。

（８）市民プラザの充実

平成２２年７月、市民提案から誕生した篠山市民プラザについては、来訪者が月

平均３５０人、登録団体も７７団体となり、地域づくりに取り組むボランティア団

体やＮＰＯ法人など、さまざまな市民団体や市民グループの活動を支援する市民活

動の創造拠点として、相談・助言、情報収集や情報発信、ＮＰＯの設立および活動

支援などを行っています。

今後とも研修やセミナーの開催、市民団体の活動状況などの情報提供、ＮＰＯ法

人の登録など活動支援、活動団体のネットワーク化など、各種団体や個人との連携、

地域づくりに貢献する拠点として、専門的機能の充実を図っていきます。

（９）要望のメモ化・公表

一昨年の市職員による収賄事件は、市民の篠山市政や市職員に対する信頼を大き

く失墜させることとなりました。篠山市では、事件の反省とともに、再発の防止策

を検討し、一昨年１２月、篠山市公正な職務の執行の確保等に関する条例、いわゆ

る職員倫理条例を制定し、これに基づいて行政事務の改善と取り組みを行っており、

市職員はすべての要望等を記録することとし、年２回、その概要を市民に公表して

いきます。

４ 定住促進「ふるさと篠山に住もう帰ろう」

篠山市は、歴史的な町並み、美しい農村景観、伝統文化、自然環境に恵まれ、また、

人のつながりもあり、自然災害が比較的少なく、安心して住めるところです。京阪神か

らも１時間という交通利便性にも恵まれ、このように篠山ほど良い所はありません。か

つては、都会に行けば幸せがあるという認識がありましたが、決してそうではなく、こ

れからは、都会よりも「篠山の時代」です。市民あげて「ふるさと篠山に住もう帰ろう
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運動」をあらゆる角度から進めていきます。

特に、平成２４年度は新規重点項目として、人口減少や少子・高齢化が進んでいる市

内の東部、北部の地域を定住促進重点地区に位置付け、地域振興基金を活用して、重点

的に支援を行う施策や、通勤・通学対策としてのＪＲの特急料金助成などに取り組みま

す。

（１）多紀、城東、畑、西紀北地区での定住促進制度

市内でも特に人口の減少や少子・高齢化が進んでいる福住、村雲、大芋、日置、

後川、雲部、畑、西紀北地区については、均衡ある発展を図るためにも定住促進に

向けた特別な支援が必要です。そこで、これらの地区へのアンケート調査の結果な

どをもとに、若者定住や子育て支援に関する制度を創設します。

具体的な支援策として、４０歳以下の若者夫婦、または中学生以下の子育て世帯

を対象に住宅の新築に５０万円、増築や改修に３０万円を助成します。

次に、中学校まで子どもを育てる保護者に対して３つの方策により、支援をして

いきます。第一には、３歳までの乳幼児が保育園に入所する場合の保育料は、所得

税非課税世帯で３歳未満児が年額２１万円、３歳児が１７万７，６００円ですが、

これを全額助成することで実質無料化するとともに、課税世帯に対してもこの額を

上限に助成します。第二には、４、５歳児について、すべての幼稚園で２年保育を

実施するに至ったことから、幼稚園、保育園ともに幼稚園の保育料に相当する年額

６万円を助成することで、幼稚園保育料を実質無料化します。第三には、保育園、

幼稚園の在園児を除く中学生までの子どもを対象に子育て支援金として年額３万円

を助成します。

（２）通勤・通学しやすい環境づくり

阪神間に近くＪＲで大阪まで１時間という篠山市の地の利を生かして通勤・通学

しやすい環境づくりを進めます。昨年７月に実施したＪＲ利用者へのアンケート調

査では、ＪＲの便数の確保や速達化に対する声が多く寄せられました。このため、

篠山口・相野と大阪・新大阪間の特急回数券（６枚綴り３，０００円）の購入に対

して１カ月あたり１，５００円の助成に取り組みます。

（３）定住アドバイザー、空き家バンクの充実、篠山暮らし案内所

市内に点在する空き家を地域資源として活用し、定住につなげるため、平成２４

年度においては市内１９地区に「定住アドバイザー」を配置し、篠山暮らし案内所
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の相談業務などと連携して、空き家情報の収集、移住者の受け入れ体制の推進、空

き家バンクの充実を図り、篠山市全域の定住の支援を進めます。

また、空き家バンクの利用を進めるための物件提供者への支援や、丹波県民局と

連携して、篠山暮らしを体験できる福住地区の体験交流拠点施設の整備に対する支

援を進めていきます。

（４）ハートピア北条団地

多紀地区における人口増および定住促進のため、ハートピア北条団地を篠山市ふ

るさと定住宅地と位置づけ、低額な賃料での貸付制度を予定していましたが、居住

者や地元自治会等と協議するなかで、新たな活用方法として、これまでの販売単価

を見直し、時価に見合った価格による宅地分譲を行うこととし、平成２４年度の早

い時期に募集を開始します。

（５）結婚相談室「輪～りんぐ～」の充実

平成２１年６月、市民センター内に開設した結婚相談室「輪～りんぐ～」は、大

きな反響を呼び、登録者総数はすでに３００人を超えています。開設以来、会員同

士の結婚は１２組を数え、今後も多数のカップルが誕生する見込みです。

昨年４月から、毎週火曜日の相談時間を延長し、会員の要望に応えていますが、

今後とも結婚相手の紹介や出会いの場を創り出すことにより、多くの男女が良縁に

恵まれますよう内容の充実に努めます。

（６）市民意識、ふるさと教育

定住促進「ふるさと篠山に住もう帰ろう」運動を進めるにあたって、まず何より

大切なのは私たち市民の意識です。これまでのように都会に行けば幸せがある、成

功があるという時代ではありません。篠山にこそ幸せや成功があるのです。篠山ほ

ど良い所はないのです。かけがえのない、このふるさと篠山を大切にし、みんなで

住んで、さらに盛りあげていくのです。子どもたちの教育もふるさと篠山ほど良い

所はないんだという意識を高めていかなければなりません。

そこで、教育においては、ふるさとを愛し、将来の篠山を担う子どもたちを育む

教育が大変重要だと考えています。保育園、幼稚園の幼いころから、高等学校を卒

業するまで、学校、保護者、地域、企業が連携して、しっかりとふるさと教育を推

進し、将来の篠山を担う若い力の育成に取り組みます。
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（７）その他

このほか、子育ていちばん、企業の振興・誘致と雇用確保など、定住促進こそ現

在の篠山市の最優先課題として取り組みます。

５ 子育ていちばんの篠山市

篠山市は自然環境に優れ、また治安もよく、安心して子どもが成長できる良い環境に

ありますが、それに加えて、子育てのよりよい条件を整備することによって、「子育て

するなら篠山市がよい」と言っていただけるよう取り組みを進めていきます。

（１）就学前教育

幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎が培われる時期であり、就学前教育は、

子どもの心身の健やかな成長を促すうえで、大切であるとともに、子育て中の保護

者が安心して預けられる環境づくりが必要とされています。

平成２４年度から、味間認定こども園おとわ園の幼稚園児に対して、学校給食を

提供できる体制を整えるとともに園や家庭での食育推進について取り組みます。

平成２１年度から順次進めている預かり保育について、平成２４年度は古市地区、

今田地区の園児を対象とした預かり保育を今田保育園内で実施します。また、未実

施の地区（篠山、たまみず、岡野）についても、できるだけ早い時期に実施できる

よう民間事業者とも連携しながら推進します。

（２）子育て環境の充実

次の世代を担う子どもの権利を保障し、地域や家庭・関係機関など、市民すべて

で篠山の子どもを守り育てることが重要です。

そこで、子育て相談や子育てに関する情報については、積極的に提供するととも

に、乳幼児健診および相談業務、学童保育、子育てふれあいセンター、ファミリー

サポートセンターなどの充実に努めていきます。また、子育てグループやサークル

の活動が活発になるように支援に努めます。

児童虐待の問題は深刻な社会問題になってきており、早期発見、早期対応が求め

られており、関係機関が連携を深め、迅速な対応と予防活動が極めて大切であり、

引き続き、市民あげて問題解決に取り組んでいきます。

発達障害児の早期支援事業については、引き続き、神戸大学との連携事業に取り

組み、就学前から生涯を通じて継続した発達支援に努めていきます。
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（３）予防接種

子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの無料接種事

業を継続して実施します。そして、麻疹・日本脳炎をはじめ、すべての予防接種の

接種率をあげるため、啓発を強化するとともに、医師会と協働して安心して予防接

種が受けられる体制を整備します。

（４）乳幼児、こども医療費助成

乳幼児、こども医療費の助成については、引き続き一昨年から始めました中学３

年生までの入院の無料化と小学校６年生までの通院助成を行います。

（５）子どもの意見を聴く場づくり

昨年１０月に施行しました篠山市子育ていちばん条例では、子どもの意見を尊重

することとしています。

そこで、子どもたちの提言を聴き、意見交換を行う「子ども市議会」あるいは「子

どもフォーラム」など、関係者と協議のうえ取り組みます。

（６）妊婦健康診査、妊婦歯科検診

妊婦がより健やかな妊娠期を過ごし、安心して出産を迎えるためには妊婦健康診

査を確実に受けることが必要です。そこで、出産の際における妊婦の経済的負担を

軽減し、健康管理を支援するため、引き続き妊婦健康診査補助金１０１，０００円

を限度に助成します。

また、平成２４年度から、新たに妊婦歯科検診を実施します。これは、歯周疾患

に罹患しやすい妊娠時期に検診によってお母さんの口腔衛生の向上を図ることで、

生まれてくる赤ちゃんへの虫歯予防にもつながるものです。

（７）小学校の適正配置

畑、城北小学校については、平成２５年４月を統合の目途として統合準備委員会

が立ちあがり、具体的な統合方法について地域を挙げて検討いただいており、円滑

な統合ができるよう保護者や地域の皆さんと協働して取り組みます。

（８）高等学校との連携と通学支援

市内には、篠山鳳鳴高等学校、篠山産業高等学校、篠山東雲高等学校と、特色あ

る３校がそろっており、それぞれの魅力をより高めるために、市や市民との連携に

努めます。

また、市内の高校に通う市内の高校生の遠距離通学対策として、公共交通機関の
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利用者については月額１５，０００円を超える分の全額を、自転車通学など公共交

通機関を利用せずに１０キロメートル以上の通学者には在学期間を通じて２万５，

０００円を、それぞれ助成します。

６ 魅力あふれる美しい篠山市

日本の美しい城下町１００選に選定され、「小京都」、「日本の原風景」と大変高く評

価されるまちなみや景観、自然環境、歴史文化などの魅力をさらに高め、日本に誇れる

美しい篠山づくりを進めます。

（１）景観

史跡篠山城跡を中心として城下町の佇まいとその周辺に広がる田園、農村風景、

山なみなどの景観は、大変美しく大きな魅力です。阪神間から約１時間の距離にあ

りながら、このような景観が残されているのは奇跡的とも言われ高く評価されてい

ます。これを未来に引き継ぐため、一昨年、篠山市景観条例を制定し、篠山市景観

計画を策定しました。これらを運用し、市民および事業者の協力のもとに良好な景

観形成を図ります。

また、屋外広告物は景観を構成する重要な要素であり、広告物を町並みに合った

ものとすることにより、まちの魅力をさらに高めることから、平成２３年度に実施

した実態調査結果をもとに規制誘導の基準を定め、「（仮称）篠山市屋外広告物条

例」を制定します。

さらに、篠山の素晴らしい景観を多くの人に伝え、引き継ぐため、景観写真コン

クールなどの啓発活動を引き続き実施し、良好な景観づくりをめざします。

（２）地区整備計画

平成２２年１２月に改正した篠山市まちづくり条例を適正に施行し、開発につい

ては、地域の合意が得られる質の高い開発を誘導します。

市内で計画的な土地利用が必要となっている国道１７６号沿道、丹南篠山口ＩＣ

周辺および篠山城北周辺の三地区において、兵庫県緑豊かな地域環境の形成に関す

る条例に基づき、地区整備計画の認定に向けた手続きを進めます。

また、地域主体の計画として、すでに市内７地区で策定されています篠山市緑豊

かな里づくり条例に基づく里づくり計画について、これを検討されている東岡屋や

上立杭地区に対し積極的に支援を行います。
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（３）土地利用計画・都市計画マスタープラン

土地は、市民の生活や生産の基盤であり、すべての市民が共有するかけがえのな

い資産です。そして、自然、田園、市街地と歴史・文化が調和した美しい景観を守

り、創造していくためには、将来にわたる持続可能性を見据えながら、土地利用の

総合的な方針を持ってまちづくりを進めていくことが重要です。

このため、篠山市では平成１５年１２月に国土利用計画法に基づく篠山市国土利

用計画を定めていますが、この計画の目標年次が平成２２年度であること、目標人

口として６万人を想定した計画であることから、その見直しの検討が必要になって

います。

また、都市計画法に基づいて定める市町村の都市計画に関する基本的な方針、い

わゆる都市計画マスタープランが未策定のままになっています。

そこで、平成２４年度は、これらの準備を進め、平成２５年度に策定できるよう

めざして取り組みを始めます。

（４）環境基本計画の推進

私たち篠山市民は、先人より受け継いできた豊かな自然環境を守り、次世代に引

き継がなければなりません。

環境施策を総合的に進めるために策定した篠山市環境基本計画には１５項目の具

体的な実行プランがあり、平成２３年度までに８つの項目で取り組みを始めました。

平成２４年度は、それらの取り組みをさらに発展させ、豊かな自然と文化の恵みを

実感できる全国に誇れる「環境先進都市・篠山」を築いていきます。

具体的には、①昨年に設立した篠山環境みらい会議による環境教育・エネルギー

・里山についての活動とイベントの開催、②篠山東雲高校との協働による山の芋の

緑のカーテンの普及をめざす講習会や実施施設の拡大、③ごみの減量化と資源化を

目的として紙類などの廃棄物回収のさらなる促進、④環境学習を支援するエコティ

ーチャーのおもしろ環境講座など、実りあるプランの実行に努めます。

なお、残りの項目については計画期間において順次、取り組んでいきます。

（５）生物多様性ささやま戦略

２０１０年に愛知県で開催されたＣＯＰ１０：生物多様性条約締約国会議を契機

として、わが篠山の豊かな自然環境の保全と再生、また失われつつある生物の生息

環境を再生し、将来にわたって引き継いでいくため、平成２３年度までに実施して
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きた森の学校復活大作戦事業を継続するとともに、専門家の助言を得て「生物多様

性ささやま戦略」を策定し、生物多様性の保全に関する本格的な取り組みを行いま

す。

昨年、生物多様性の事業に取り組む全国の自治体で形成される生物多様性自治体

ネットワークに加盟しましたが、これを実りのあるものとする取り組みを始めます。

また、後川地区を流れる清流、羽束川のすぐれた環境を保全するため、地域の皆

さんの協力もいただき、川の生き物調査や専門家を交えて河川の勉強会を行います。

（６）お堀の浄化

平成２２年度から実施しているお堀の浄化については、市民の方々から高い関心

と評価を得ており、南堀、西堀に引き続き、平成２４年度も多くの市民の参加を得

ながら、北堀の池干しと清掃作業およびゲート改修工事を実施し、今後もきれいな

お堀の復元をめざして計画的に取り組んでいきます。

（７）歴史文化まちづくり

平成２３年度から教育委員会とともに取り組んでいます歴史文化基本構想を推進

していきます。

お城の整備については、内堀の復元整備を引き続き実施するとともに、平成２４

年度からは石垣の保護や良好な景観維持のために、二の丸の高石垣の表面に繁茂し

ている雑木の伐採について年次計画で取り組みます。

また、福住地区が平成２４年内に伝統的建造物群保存地区の指定を受けられるよ

う取り組みます。

７ 農都創造

平成２１年２月、日本一の農業の都をめざす「農都宣言」を行いました。この実現を

めざしての取り組みを充実します。

（１）有害鳥獣対策

有害鳥獣対策では、金網による獣害防護フェンス設置の希望があった約３０３キ

ロメートルのうち、これまで２６６キロメートルが整備済みであり、平成２３年度

は７７キロメートルを設置しました。今後、工事継続地区の遠方・桑原・黒石地区

では、鳥獣被害防止総合対策交付金事業補助金等を活用し、平成２４年度中の完了

をめざします。工事の要望がある栗柄・追入・油井・真南条中では、国や県に対し、
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補助事業採択を強く要望し、工事着手をめざします。

獣害柵設置の必要性がありながら、その延長の長さなどから取り組みが進んでい

ない地域（大山・後川・大芋地区など）では、獣害対策や獣害柵設置にかかる説明

会や研修会を重点的に実施し、早期に取り組む方向性を地域の皆さんとともに協議

を進めていきます。

次に、有害鳥獣の駆除対策では、篠山市猟友会と連携し、取り組みを進めます。

シカ・イノシシの駆除では、年間を通じて猟銃およびわなによる駆除を実施しま

す。

また、新規に銃猟・わな猟に従事するための取得経費を全額支援、駆除に対する

報償金の支給、駆除にかかる弾薬支給などを実施します。

鳥獣害の被害を少しでも軽減するには、集落の皆さんの取り組みも重要になりま

す。獣害に強い集落づくりを皆さんに学んでいただく場として、兵庫県森林動物研

究センターと連携し、集落単位での学習会を積極的に開催します。

市内には４群１６４匹のサルが生息しています。市内集落に配布した電動ガンや

ロケット花火などによる追い払い活動を支援するため、獣害対策調査員によって、

サルの位置を確認し、携帯メールによってその位置情報を集落の皆さんに提供する

ほか、追い払い犬の研究と活用などを進めます。

（２）担い手育成

集落営農の推進、大規模農家の育成、新たな担い手（新規就農者）確保に取り組

みます。

集落の農地を守り、営農を継続する方策として、集落営農の取り組みは重要です。

昨年１２月に委嘱した集落営農推進員１８人を中心にこれを進め、平成２４年度は

営農組織が導入する機械等に対して市単独助成事業を創設します。

大規模農家の育成では、現在、４０人を認定農業者としており、市内約１２パー

セントの農地を耕作いただき、農作業の受託を含めると、篠山市の要となる農業の

担い手として活躍いただいています。資金借り入れにかかる利子補給や国県補助事

業を活用した機械や施設の導入に対し、情報の提供など支援を進めます。

２月３日、篠山市への新規就農者の皆さんとの懇談会をさせていただきましたが、

３７人もの方が高いブランドがあって交通の利便性もある篠山市において、就農の

意欲を持たれていることに心強く感じました。出席者からは、総合的な相談体制を



- 14 -

はじめ、住居や農地を確保する難しさについての意見が出され、今後、速やかに農

業改良普及センターや農協と一体となった支援体制を築いていきます。

そして、国が新たに創設する青年就農給付金事業（５年間・年１５０万円の給付）

を積極的に活用し、さらに家賃や賃借料など市単独の支援を加算して、新規就農の

支援を進めます。

なお、２月４日の篠山市農業振興大会において、講師の楠本雅弘さんから、集落

営農についてお話しいただきました。「集落営農は、農家が単に農作業を共同化す

るだけでなく、農家も非農家も若い人も女性も、また出身者も、そしてファンも、

一体となって地域づくりをすること、ここに農作業の従事者として大規模農家や新

規就農者を組み入れることもできる」などのお話しをいただき、これを今後に活か

したいと考えます。

（３）特産振興

特産振興については、丹波篠山黒大豆は肥培管理と適期栽培の指導、丹波篠山山

の芋は奨励金の交付や栽培者の育成、また丹波篠山栗と丹波篠山茶は在来園の維持

および新植・改植の支援を行い、さらなる普及推進を図ります。

農業に興味を持ってもらい、新たな担い手を育成するための篠山楽農スクール、

丹波篠山山の芋の栽培者を育成するための丹波篠山山の芋スクールを、それぞれ農

業改良普及センターおよび農協と連携して開催します。

丹波篠山特産物の普及ＰＲでは、秋の味覚など篠山の特産をＰＲするため、東京

都庁全国観光ＰＲイベントとともに、新たに「ＪＡまるしぇ」において、首都圏の

皆さんに篠山の味を知っていただくイベントを開催し、篠山の特産物や情報を全国

に発信していきます。

６次産業化への取り組みについては、丹波篠山食の未来塾における勉強会やチャ

レンジショップの開催などの取り組みを継続しながら、さらなる特産物の知名度ア

ップにつなげていきます。

（４）篠山東雲高等学校との連携強化

昨年４月に独立校として開校した篠山東雲高等学校と連携をより強化し、卒業生

が篠山市において農業の担い手となるよう、また地域公開講座などによって市民が

農業や特産を学ぶ場となったり、さらには市民とともに新たな加工品の研究や開発

をするなど、篠山東雲高等学校が農都篠山の拠点となるよう取り組みます。
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（５）農地の保全と農業基盤の継承

篠山市にとって、農地は「農都創造」に向けたかけがえのない産業基盤であると

ともに、景観や自然環境の保全の面からもその果たす役割は大きく、市民の大切な

財産です。

こうした視点に立ち、現状の面積を計画的に維持するように努めるとともに、こ

とに農業振興地域の農用地については、現状面積３，５０１ヘクタールを確保し、

将来に引き継ぎます。

また、農地・水保全管理支払交付金の取り組みでは、集落の皆さんで地域内の農

業施設の長寿命化を図る「向上活動」を継続して支援するとともに、集落の皆さん

の助け合いで農業施設の維持と農村環境の向上を図る「共同活動」を５年計画で新

たに開始します。

農業基盤の整備では、老朽化したため池を４カ所で整備するとともに、県営事業

・中山間地域総合整備事業などで農業用施設の整備を進めます。

さらに、市単独事業として平成２３年度に創設した環境配慮型土地改良事業を継

続実施し、自然と環境に調和した施設整備を支援します。

（６）里山整備

里山は、かつて生活に必要な燃料である薪や炭を調達する場であり、子どもの遊

び場として生活と密着していましたが、生活様式の変化により里山は放置されてい

ます。これまで、里山整備の基礎的な知識を学ぶ篠山里山スクールは２年間で３３

人に参加いただいたほか、地域の力で魅力ある里山を取り戻す活動に助成する里山

彩園実験事業には９団体が取り組まれています。それぞれに特徴ある活動をされて

おり、里山整備の機運を盛りあげるこのような支援を継続して実施します。

さらに、里山の現状をテーマにした里山セミナーなどを実施した里山ふれあい月

間も、新たに教育委員会・学校と連携し、「子どもたちが里山とふれあう」をテー

マにした環境教育事業として実施します。

長期にわたる木材価格の低迷等により、森林所有者による森林整備が停滞してい

ます。篠山市では、兵庫県と連携し、１６年生～４５年生の杉・桧の間伐に対して、

森林所有者の負担をなくし、間伐実施率の向上に努めています。平成２４年度は、

環境対策育林事業で６０ヘクタールの間伐を計画しています。

また、森林内で伐採されずに放置されている４６年生以上の杉・桧は、自然災害
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や病害虫発生の原因になる場合があります。このような森林を部分的に伐採し、広

葉樹を植栽することによって、災害に強い森づくりを進めます。平成２４年度は、

混交林整備事業で３０ヘクタールの実施を計画しています。

（７）森林バイオマス

市民や里山スクールの受講者などによる里山整備活動で発生した間伐材を有効に

資源として利用するため、伐採された木を約８トン買い取り、燃料（ペレット）に

加工して、ストーブで利用する森のエネルギー地産地消実験事業を継続して実施し

ます。

さらに、燃料製造のための買い取り事業を支援するほか、庁舎にペレットストー

ブ２台を設置します。

また、再生可能である森林資源をエネルギーとして計画的に利用・導入するため

の具体的な目標を定めた「篠山市森林バイオマス利活用計画」を策定します。

８ 企業振興・誘致と観光

篠山市の雇用を支える市内企業を支援し、さらに農工団地などへの新たな企業誘致を

実現させるべく、平成２４年度も市長のトップセールスを続けます。さらに、長期的な

視野にたって、篠山市の企業と雇用のあり方についての戦略を立て取り組みます。

（１）市内企業の振興

平成２０年度から、市役所ロビーでの企業紹介展の開催、広報紙での市内企業紹

介、ホームページでの企業情報、市内企業や高等学校との連携、企業紹介ガイドブ

ックの配布、企業見学会などを実施することにより、市内企業の認知度が高まり、

市内高校生の就職希望も地元での就職を希望する生徒が増えています。

今後さらに市内企業や高校と連絡を密にするとともに、篠山市出身の学生などへ

の就職情報の提供について、この制度化を図り、新規学卒者やＵターンを希望する

若者が市内企業に多く就職できるように取り組みます。

（２）企業誘致

平成２３年度から、市長のトップセールスで阪神間の企業、特に食品関係の企業

を訪問し、その数は本年１月までで１５６社となっています。

市長自らが訪問することにより、応対いただくことも多く、市長自らが直接訪問

することが効果的であると感じています。
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しかし、現在の社会状況からすぐに誘致に結び付くことは大変むずかしく、しか

も篠山市の農工団地は現況が田で、地権者も多く、価格も定まっていないという、

大変、不利な条件にあることを痛感しました。

そこで、農工団地の中央地区、犬飼・初田地区において地権者同士の協議の場を

設け、名義の整理や価格について、できうる限りの条件整備を進めていきます。

そして、中央地区においては、篠山ならではの食と農の都というブランドを活か

した構想を作成し、企業に提案していきます。

あわせて、将来を見据え平成２４年度も市長の地道なトップセールスを続けてい

きます。

（３）起業支援

近年、市内において飲食店やギャラリー、雑貨などの開業が見られます。また、

こうした店舗が再々マスコミや雑誌などにとりあげられ、市民や観光客が多く訪れ、

新たな篠山の魅力になっています。

そこで、にぎわいの創造による地域活性や空き店舗・空き工場等の利用促進を目

的として、市内で起業をする方に対し、開業資金の一部を支援する「起業支援助成

事業」を新たにはじめ、起業の促進を図ります。

（４）企業と雇用の戦略会議

上記の（１）から（３）までの施策を進めるにあたり、長期的な視野にたって、

どのように進めていくのが効果的であるのか、篠山市の各部署あげ、さらに市民や

市内企業、学校などとの連携のもと、戦略を立て取り組みます。

（５）中心市街地の活性化と篠山市商工業振興基本条例

商店街は、まちの顔です。城下町を中心とした活力ある商店街づくりについては、

篠山市中心市街地活性化協議会と連携を図り、夢と活力ある商店街づくりを支援し

ます。

また、市民や企業、地域あげて、商工業の振興を図り、活力ある篠山市をつくる

ため「（仮称）篠山市商工業振興基本条例」を策定します。

（６）住宅リフォーム助成事業

市内建築業者の受注機会を高め、活力ある篠山市づくりに資するため、住宅リフ

ォーム助成事業を平成２３年度に引き続き、これを拡充して実施します。
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（７）観光

篠山市を訪れる観光客は毎年確実に増え続け、年間１８０万人とも言われます。

これは、デカンショ祭や味まつり、陶器まつりなどの集客イベントや、美しい町並

み、特産物のほか、近年の観光が自然・歴史文化・食・地場産業などの魅力を体験

するスタイルに変化してきているなかで、篠山の良さを守り育てるまちづくりを進

めてきたことに加え、観光専用ホームページやパンフレットによるＰＲのほか、テ

レビやラジオなどのメディアや女性誌などに取りあげられ、効果的に情報発信でき

た成果と考えられます。平成２４年度もさらなる観光の振興を図ります。

平成２２年度から取り組んでいます電動アシスト自転車などを活用したえこりん

については、自由に市内を巡る新たな移動サービスとして定着しつつあり、公共交

通機関による移動が不便な観光スポットへのアクセスや、ゆっくりと周遊を楽しん

でいただけるよう、ＪＲ篠山口駅と観光案内所でのレンタサイクル事業に取り組み

ます。

また、近年の観光ニーズとして豊かな自然や食などとともに、健康につながるヘ

ルスツーリズムが注目されています。自然に触れ、温泉や身体に優しい料理を味わ

い、心身ともに癒され、健康を回復増進する多様な観光として具現化するため、温

泉施設や農産加工施設などを兼ね備えた、こんだ薬師温泉ぬくもりの郷を拠点とし

て、スポーツやレクレーション、健康食、癒し体験などの新たな観光スタイルを開

発します。

さらに、篠山の観光名所や旧跡、語り継がれている民話や体験などを新たな観光

ルートとして開発し、「ささやまさんぽ事業」として、篠山の魅力を十分に味わっ

ていただく機会を提供したり、携帯端末による音声ガイドを新たに導入し、徒歩や

自転車でのまちめぐりをサポートします。

９ 住みよい生活基盤づくり

厳しい財政状況ではありますが、住みよい生活基盤の確保に努めていきます。

（１）道路・河川

篠山市の生活基盤である市道は１，７７８路線、８３３キロメートルの総延長が

あります。安全・安心な道路ネットワークの維持管理、補修については、日常の道

路点検による修繕個所の把握および自治会等からの要望を受け、緊急性、必要性を
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考慮して３７路線の補修や舗装などを実施します。

また、国庫補助道路整備事業・大沢新栗栖野線第１工区（大沢新～初田）につい

ては、平成２３年度に引き続き工事を実施します。そのほか、平成２３年度に策定

しました橋梁長寿命化計画を基に適切な維持管理を進め、また主要な市道について、

道路維持管理計画を策定します。

河川については、佐貫谷川など大量の土砂が堆積している河川の土砂浚渫を行い、

河川の機能回復を行うとともに、プロジェクトチームによる篠山の川づくり基本理

念・基本方針の提案を受けて、篠山らしい自然を活かした篠山の川づくり指針を策

定します。

篠山城下町地区整備事業は、まちづくり交付金事業を活用し、篠山城下町周辺の

歴史・文化の魅力を継承し、安心して暮らせるまちを目標としたまちづくりのため、

都市再生整備計画に基づき、平成２０年度から平成２４年度までの５カ年を実施期

間とし、事業を進めています。平成２４年度は城下町地区として統一のとれた街路

灯設置工事、市道御徒士町線道路改良工事、および事業の最終年度となることから

事後評価業務を実施します。

（２）公共交通

広域な市域を抱える篠山市においては、周辺部と市街地を結ぶ公共交通の確保は

市民生活にとって欠かすことのできない暮らしを守る重要施策です。現在、市内に

は、路線バス、コミュニティバス、乗合タクシーなどの公共交通機関がありますが、

人口の減少などにより利用者が減少傾向にあります。

そのため、路線バスを維持するための運行助成、コミュニティバスの運行、乗合

タクシーの運行助成を行うほか、コミュニティバスについては利用しやすい環境づ

くりに向けての検討、地域で運営するボランティア輸送のあり方の検討を進め、市

民ニーズにあった交通体系づくりを進めます。

（３）上水道

西紀中簡易水道拡張事業（西紀ダム）は、平成２２年度のダム事業見直しの対象

になりましたが、兵庫県が西紀ダム検討委員会を設置し検証を行ったところ、現行

計画が最も安価となる結果となり、事業継続が決定し、兵庫県において平成２５年

度の完成をめざして取り組まれます。

配水管等の老朽化対策では、市内の配水管の経過年数や漏水事故の情報等により、
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配水管の老朽化や危険度を判定し、年次計画で更新工事を実施します。

平成２３年度に実施した漏水調査では、１７の配水池のうち、夜間流量の大きい

前山および宇土配水池系統の音聴調査を実施しました。前山配水地系統では、３５

件、時間あたり推定漏水量３４．８立方メートル、宇土配水池系統では、３０件、

時間あたり推定漏水量１７．１立方メートルの漏水が見つかり、現在、修繕工事を

実施しています。

平成２４年度は、黒石配水池、油井配水池区域内で漏水調査を実施し、漏水防止

に努めていきます。

みくまりダムからの取水を開始して１年が経過し、大芋浄水場の運転も安定して

きたことから、簡易水道統合計画に基づき、村雲浄水場を廃止し、大芋浄水場から

の配水区域の拡大を図ります。

なお、水道料金については、平成１８年度に、平成２３年度は３３パーセント以

上の水道料金の値上げが予定されていましたが、この値上げをしない努力を続けま

す。

（４）下水道

平成２１年度から着手してきましたミックス事業による下水道汚泥乾燥施設の本

格稼働が平成２４年度から始まります。周辺の地域環境対策には万全を期するよう

に努め、また乾燥汚泥については肥料としての利用を研究していきます。

また、下水道施設の統廃合については、基本計画案を基に住民説明会を開催しな

がら全体計画を策定していきます。現在、管理している２７の処理場を１０カ所程

度に統合し、費用の軽減を図っていきます。あわせて、主要な下水道処理施設につ

いては、長寿命化に向けた対策工事や実施設計を行います。

（５）市営住宅、住生活

市内の市営住宅は２７団地５４８戸があり、所得の低い方や高齢者世帯対策、若

い世帯の定住促進など市営住宅の果たす役割は大きく、平成２４年度は日置団地の

外壁等改修工事などを実施し、各市営住宅の整備や環境整備に努めます。また、老

朽化が著しい８団地５５戸については、用途廃止の予定であるため、この入居者に

ついて計画的に移転をお願いするとともに、移転により空き家となった市営住宅に

ついては、計画的に取り壊しをしていきます。

平成２３年度に策定する篠山市住生活基本計画をもとに重点推進施策の展開を図
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っていきます。

１０ 住みよいところは篠山市づくり

平成２４年３月に策定予定の篠山市保健福祉総合計画に基づき、医療や福祉の充実に

努め、「安心して住みよいところは篠山市」をめざします。

（１）地域医療

兵庫医科大学ささやま医療センターと岡本病院およびにしき記念病院との病院間

の連携、そして、病院と開業医、診療所とが連携を図ることで、地域医療の充実に

努めます。

また、病院と市民との信頼を築くため、ささやま医療センターにおいて草刈りや

花壇の管理、案内係などのボランティア活動をされている「ささゆり」グループの

活動などを引き続き支援していきます。

これまで不在となっていました東雲診療所の常勤医師については、松村医師を市

職員として採用し、診療体制の充実を図ります。

なお、ささやま医療センターにおいて看護師不足の課題が提起され、他の病院や

医師会においても同様となっていることから、篠山市において、看護師の確保に関

する対策を検討する会を医師会や看護業務連絡会と連携して立ちあげ、検討します。

（２）国民健康保険の健全運営

篠山市では、少子・高齢化の進展によって国民健康保険特別会計は平成２４年度

中に財政調整基金が枯渇するという厳しい財政運営となっており、医療費の適正化

に取り組みます。

具体的な対策として、重複や多受診世帯への訪問指導活動、特定健診の受診率の

向上、レセプト点検事務の強化等に努めます。

特に、ジェネリック医薬品の推進については、本年３月に設置予定のジェネリッ

ク医薬品推奨検討委員会において、薬の副作用や薬効に不安視のある医師会の意見

を十分に検証しながら、推奨に向けた検討を進めます。

また、収税課と連携した徴収に努め、コンビニ収納などの実施により、財源確保

に向けて収納率向上に努めます。

（３）健康づくり、介護予防、食育

現在、兵庫医科大学のピロリ菌に関する研究を活かして、胃がんゼロのまちをス
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ローガンに掲げ、新たに４０歳の節目対象者に胃がんのリスク検診（ＡＢＣ検診）

を実施します。

また、健診およびがん検診の受診率向上を図るため、国のがん検診推進事業（子

宮頸がん、乳がん、大腸がん）である節目対象者への無料クーポン券事業を引き続

き実施し、がん検診受診率向上に努めます。

平成２０年３月に策定した篠山市食育推進計画は平成２４年度で最終年度となり

ます。国、県の第２次推進計画を踏まえ、篠山市においても第２次食育推進計画を

策定し、取り組みを継続して行います。

（４）高齢者福祉の充実

平成２４年１月１日現在、市内の６５歳以上の高齢者の方は、男性５，０９８人、

女性７，２７０人、合計１２，３６８人で、高齢化率は２７．７％となっています。

そのうち、７５歳以上の後期高齢者の方が半数以上を占めており、高齢者の皆さん

が住み慣れた地域で安心して暮らし、自立した生活をおくれる地域社会づくりをめ

ざします。

昨年設置した「ふくし総合相談窓口」の充実を図り、高齢者を地域全体で支える

システムづくりへの取り組みを続けていきます。

具体的には、権利擁護事業、デイサービス、敬老会、給食配食サービス、ふれあ

い・いきいきサロン、外出支援サービス、緊急通報装置の設置など、篠山市社会福

祉協議会や市内の介護事業所と連携した取り組みを進めます。

また、高齢者の健康づくりを支援するため、西紀運動公園温水プールの半額助成、

市内の温泉施設を活用した「お達者くらぶいきいき塾」を引き続き開催します。

さらに、６５歳以上の高齢者のインフルエンザ予防接種にかかる自己負担額につ

いて、現行の２，０００円を１，０００円に引き下げます。

（５）障がい者福祉

障がいのある方々が、いきいきと地域で働き、活動に参加できる篠山市をめざし

ます。

障がい者の就労支援については、丹波障害者就業・生活支援センター“ほっぷ”

を中心として一般就労の支援を行い、また、昨年８月から実施しています市役所内

での事務的軽作業に従事することで将来の一般就労に結びつける事業に引き続き取

り組みます。
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また、障がい者が施設から地域のなかでともに生活することが課題とされており、

ホームヘルプサービス、デイサービスなどの在宅サービスの充実を図ります。

現在、１０カ所で３９人の障害のある方が地域で共同生活をされていますが、さ

らに家賃補助などの支援を続けていきます。

また、全国車いすマラソン大会、障害者スポーツフェスティバル、スポーツ教室

の開催、丹波の森ふれあい劇場、ふれあいクリスマス会などの文化活動や交流事業

を引き続き支援していきます。

（６）人権尊重のまちづくり、男女共同参画など

篠山市は人権尊重のあたたかいまちづくりを進めていきます。

人権相談窓口の充実に努め、人権啓発事業については、篠山市人権・同和教育研

究協議会と連携を図りながら、講演会やセミナーを開催し、市民の人権意識の高揚

に取り組みます。また、各自治会での住民学習会についても、地域サポート職員制

度を生かし、自主的、主体的な学習会となるよう取り組みます。

なお、人権条例については、篠山市人権条例制定委員会において、これまで１１

回にも及ぶ委員会と４回の前文起草委員会（分科会）が開催され、大変熱心に取り

組んでいただいています。委員会の答申をいただき、出来るだけ早期に制定できる

よう取り組みます。

男女共同参画については、平成２３年度で最終年度となり、現在、第２次男女共

同参画プラン策定委員会が進行しています。平成２４年度のできるだけ早期に新し

い男女共同参画参画プランを策定します。

（７）事前登録型本人通知制度の導入

篠山市では、戸籍や住民票の写し等の交付について、第三者による不正取得を発

生させないため、日ごろから、職員の人権意識を高めるとともに、より一層慎重な

窓口事務を行い、不正交付が起きないよう注意を払っています。

しかし、一定の要件を満たせば、第三者による取得も可能なため、不正取得を防

止する手段として、「事前登録型本人通知制度」の導入に取り組みます。この制度

は、法定の八業士や代理人による戸籍謄本または住民票等の交付申請があった場合、

自らの意思で登録された市民に第三者による取得の事実をお知らせするもので、制

度の具体的な内容や課題なども検証しながら、導入に向けての準備を進めます。
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（８）防災

東日本大震災を受け、国および県では避難対策や原発事故対策などの見直しが進

められており、これを受けて篠山市の防災計画においても対応します。今回、課題

となった災害時の要援護者については、地域と一体となった避難支援の体制づくり

を進めます。

自治会を対象にしたいのちを守る防災マップづくり支援事業は、平成２１年度は

１６自治会、平成２２年度は２７自治会、平成２３年度は１月までで３３自治会で、

合計７６自治会となっており、平成２４年度も３０自治会で取り組みます。

また、ささやま環境防災みらい学校や防災訓練を継続して行います。

（９）ひきこもり、生活保護と自立支援

年々増え続けている若者の社会的ひきこもり対策については、ひきこもり支援検

討委員会を開催し、フォーラムの開催、関係機関などによる情報交換やひきこもり

者の実態把握調査に取り組みます。さらに、ひきこもり支援活動を推進していただ

いているＮＰＯ法人・結の活動を引き続き支援します。

生活保護受給者は、近年の社会経済状況を反映して平成２０年度から年々増加し

ています。篠山市の生活保護受給者増加の特徴としては、失業や雇用機会減少によ

る収入減と傷病や精神疾患等をあわせもつ人が増加している傾向にあります。

このため、今後もハローワークや関係機関と連携を図り、自立支援プログラムを

活用して、一人でも多くの方の自立生活をめざします。

（10）消防、救急業務

消防本部と消防団の連携強化を図り、合同訓練の実施や消防学校での研修に取り

組み、災害対応力を高めます。

消防団は、地域防災の中核として大きな役割を担っており、団員の定数確保に努

めるとともに、平成２２年度に創設した機能別消防団員制度を活用していきます。

機能別消防団員は、平日昼の時間帯などで、すぐに駆けつけられる正規団員が少な

い場合に対応できる貴重な団員で、現在、後川地区に７人、西紀南地区に１人が配

置されています。今後とも必要に応じ対応できるよう努めていきます。また、非常

備消防設備については、平成２４年度は小型ポンプ付積載車２台の更新を行い、充

実に努めます。

救急業務では、高齢化の進展により心疾患、脳疾患の患者が増加している状況に



- 25 -

あり、それに対応できる救急救命士を増員するとともに、救急隊員の研修を実施し、

さらなるレベルアップを図ります。特に、救急救命士は医師の指示のもと、特定の

医療行為を行うことができ、救命率の向上に大きく貢献することができます。救急

車に常時２人の救急救命士を乗車させることを目標に平成２４年度はさらに１人の

養成を行います。

電波法に基づき、平成２８年５月３１日をもって現在のアナログ無線から、デジ

タル無線に移行されます。期限までに移行できるよう平成２４年度は電波伝搬調査

を実施します。

住宅用火災警報器については、既存住宅への設置猶予期限が平成２３年５月末を

もって終了しましたが、市内での設置率が依然として低水準にあるため、より一層

の周知と普及啓発に取り組みます。

（11）防犯、交通安全、消費生活相談

市民生活を脅かす犯罪から市民を守るため、警察署や関係機関および市内のまち

づくり防犯グループなどと連携を図るとともに、市の広報紙や各自治会を通じて防

犯情報を迅速に提供し、安心・安全のまちづくりを築いていきます。

また、必要な防犯灯や街路灯の設置を進めるとともに、交通安全のためのガード

レールやカーブミラーについても整備していきます。

通信販売や訪問販売あるいは悪質商法など、消費生活に関わるさまざまな問題の

相談に対応するため、庁舎内に消費生活センターを設置し、消費生活相談を実施し

ていますが、市内各支所でも月１回の出張による消費生活相談を実施します。

１１ 平成２４年度のシンボル事業

（１）創造都市ネットワーク

これまで丹波篠山築城四〇〇年祭をきっかけに景観条例や環境基本条例の施行、

歴史文化基本構想の策定など、田園景観や伝統文化を大切にしながら、丹波篠山黒

大豆に代表される丹波篠山ブランドの維持、拡大に取り組んできました。今後もこ

うした篠山の魅力を生かしながら観光や商業、また新たな産業を興すことで元気な

篠山市を、「篠山の時代」をつくっていきたいと考えています。

このような創造的なまちづくりを進めるにあたって、同じような取り組みを進め
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る国内、海外の都市と連携して進めることは、大きな視野でまちづくりを進めなけ

ればいけない時代にあって非常に有効です。また、その連携関係を通じて篠山市を

ＰＲしていくこともできます。

そこで、設立が予定されている「（仮称）創造都市ネットワーク日本」への参加

によって国内の連携を深めるとともに、海外に向けてはユネスコが推奨する創造都

市ネットワークへの登録に向けた取り組みを進めていきます。特に、国内ではこれ

まで政令市などの大都市が創造都市を掲げてまちづくりに取り組んできましたが、

「創造農村」の考え方を提起するなかで、景観や伝統文化、市民の暮らしを包含し

た創造的なまちづくりを発信していきたいと考えています。

具体的な取り組みとしては、専門機関や市内の関係団体等と連携し、ユネスコに

申請する基礎となる資料づくりやネットワーク事業の展開方策の検討を行います。

また、現在の創造都市ネットワーク推進準備委員会を拡充して推進委員会を設置

し、篠山がめざす創造都市、創造農村のビジョンを確立します。さらに、創造都市、

創造農村の取り組みを市民運動として展開しながら全国に発信するため、創造農村

ワークショップの開催などを予定しています。

（２）全国の自治体とのネットワークづくりと交流

昨年３月１１日に起きた東日本大震災への災害復旧応援活動に際し、自治体間の

連携・協力の大切さを改めて思い、篠山市とゆかりのある自治体と災害時相互応援

協定の締結などネットワークづくりに取り組んでいます。

本年２月までに千葉県館山市、秋田県大館市、岐阜県郡上市、愛媛県愛南町、岐

阜県高山市、そして愛知県犬山市の６市町との間で、災害時における応急対策活動

の相互応援に関する協定を締結することが出来ました。

そこで、この協定を実のあるものにしていくため、市民あげて各自治体との交流

を進めていきます。

また、日本六古窯という共通の歴史と文化を持つ愛知県瀬戸市、愛知県常滑市、

岡山県備前市、福井県越前町、滋賀県甲賀市とは、昭和６３年度から、日本六古窯

サミットの開催を通して、陶都としての魅力あるまちづくりとイメージアップを図

るなど、友好と連帯を深めながら伝統産業を生かした地域発展に努めています。

平成２４年度は、交流の一環として災害時相互応援協定の締結を進めるとともに、

焼き物の魅力発信や取り組みの情報交換を行うなど、日本六古窯の絆をさらに深め
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ていきます。

（３）エネルギービジョンの策定検討など

東日本大震災による原発事故を受け、電力不足が生じ全国的に節電が求められ、

各施設での間引き点灯などの節電に努めています。平成２４年度から、本庁舎にお

いて、照明器具のＬＥＤ化、空調設備の更新を実施し、節電・環境対策として取り

組みます。

福島での原発事故により、放射能の恐ろしさを強く知りました。篠山市も福井県

内の原子力発電所と５０キロメートル圏内にあり、篠山市として、しっかりと考え

ていかなければなりません。

平成２４年度は、篠山環境みらい会議で協議していただいたり、市民意識調査を

行うなど、市民の皆さんの意見をいただくとともに、庁内にプロジェクトチームを

発足させ、篠山らしいエネルギービジョン策定に向けて検討していきます。

また、市や市民独自のエネルギー創出については、市役所庁舎へのペレットスト

ーブ導入など、バイオマスエネルギーへの取り組みや太陽光発電推進の啓発を行っ

ていますが、平成２４年度からは、太陽光発電設置への補助金制度を創設し、地球

温暖化防止と原子力発電から自然再生エネルギーへの転換を図る第一歩とします。

（４）ワラワラ市との４０周年交流、世界平和アピール七人委員会事業

平成２４年度は、アメリカ・ワラワラ市との姉妹都市提携４０周年にあたります。

これまで毎年実施している高校生の短期留学とは別に、５年ごとの市民訪問団の相

互派遣を実施し、友好と交流を深めていることから、平成２４年度は市民訪問団を

８月から９月にかけて派遣するとともに、１０月にはワラワラ市民訪問団を受け入

れ、それぞれのホストファミリーなどとのふれあいを通じて、さらなる国際交流の

推進につなげていきます。

また、昨年は、旧今田村下立杭の出身で、百科事典の平凡社を創立した今田町名

誉町民である下中弥三郎氏が逝去されてから、ちょうど５０年にあたり、下中氏が

中心となり結成された世界平和アピール七人委員会による記念講演会を１１月に市

内で開催しました。平成２４年度も下中氏の業績と人柄を称えるとともに、平和で

安心・安全なまちづくりにつなげるため、七人委員会の委員による講演会などを実

施します。
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（５）丹波篠山ふるさと応援団・ふるさと大使

平成２０年６月から始まった丹波篠山ふるさと応援寄付については、毎年、多く

の皆さまからご寄付をいただいています。平成２０年度は２２８件、６４４万８，

４６８円、平成２１年度は１６９件、１，２８４万３，７６９円、平成２２年度は

１０６件、１，０４１万１，８４３円で、平成２３年度は１月末現在で、３７件、

１，７５８万４，９１２円となっており、制度開始以降では、５４０件、４，７２

８万８，９９２円となっています。ご寄付いただいた方からは、「いつまでもここ

ろがほっと安らぐ街でありますように」、「若い人の定住促進をお願いします」な

どのメッセージをいただいています。応援団の皆さんには、ふるさと篠山を全国に

発信していただいており、定期的に篠山の情報提供などを行っています。

また、平成２３年１月に任命した丹波篠山ふるさと大使の皆さんには、全国でご

活躍いただき、テレビやラジオなどで篠山をＰＲしていただいています。

昨年は、デカンショ祭において、デカンショだよ！丹波篠山ふるさと大使全員集

合を開催し、タレントの熊谷奈美さん、名古屋女子大学文学部教授の林和利さん、

俳優の南条好輝さん、旅行ペンクラブの原田護さん、漫才コンビ・まるっちーず、

タレントの赤井英和さん、演歌歌手の丹波ひろしさん、シンガーソングライターの

石田裕之さん、兄弟デュオ・ちめいど、歌手の白石乃梨さん、よさこいチーム・丹

波篠山楽空間の皆さんに出演いただき、大いに盛りあげていただきました。本年３

月には、東日本大震災から１年 忘れない３．１１が開催され、ちめいどのお二人

が実行委員長を務められ、熊谷奈美さん、石田裕之さんに出演いただきます。

平成２４年度は丹波焼陶器まつりなど、篠山でのイベントでご協力いただいてい

る原田伸郎さんを新たに丹波篠山ふるさと大使にお願いすることとしており、５月

の高齢者大学でご講演をいただく予定となっています。

また、このほか、全国大会などに参加され、篠山をＰＲし、応援いただく個人、

団体への奨励金を創設します。

（６）デカンショ祭６０周年

昭和２８年８月、京口橋の河川敷で始まったデカンショ祭は平成２４年度で６０

周年を迎えます。篠山に住む人々とともに成長し、篠山に元気を与え続け、今や全

国に誇る民謡の祭典へと成長しました。６０周年という大きな節目にあたり、すべ

ての市民が参加するとともに、丹波篠山ふるさと大使、篠山出身者、篠山ゆかりの
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自治体からもご参加いただき、記念すべきデカンショ祭となるよう、デカンショ祭

実行委員会とともに盛りあげていきます。

（７）市民あげてのあいさつ運動

小中学校や市役所におけるあいさつ運動を市内全域に広げ、市民みんなが元気に

あいさつし、声を掛け合う、あたたかい篠山市づくりをめざします。

平成２３年度に選定したあいさつ標語、あいさつポスターについては、人権講座、

人権フェスタをはじめ、さまざまなイベントにおいて掲示するなど、啓発を図ると

ともに、市民や各種団体に広く呼び掛けを行います。

また、各自治会で取り組まれている住民学習や人権講演会のテーマにあいさつを

取りあげ、あいさつの大切さとその意義を理解いただき、市民あげての運動につな

げていきます。

１２ その他、当面する重要課題

（１）東日本大震災支援

東日本大震災の被災地支援については、連日の職員派遣のほかに東日本大震災復

旧復興支援基金を創設し、宮城県南三陸町などへ市民ボランティア派遣や新米の提

供を行ってきました。

平成２４年度についても現地のニーズを把握しながら、市職員の派遣、市民ボラ

ンティアバスの５回運行、篠山市東日本大震災支援市民ネットワークなどとも連携

しながら、幅広い支援活動を継続していきます。また、被災者の受け入れについて

は、現在、福島県、青森県から２世帯５人となっており、本年３月までに福島県か

ら新たに２世帯７人が市営住宅に転入される予定となっており、引き続き支援を行

います。

（２）学校園施設の耐震化

市内の教育施設は、子どもたちの学び場であるとともに、災害発生時は市民の避

難場所ともなっており、平成１６年度から順次、耐震診断、耐震補強工事を実施し

てきました。平成２４年度は課題となっています木造校舎の耐震改修に本格的に取

り組み、八上小学校校舎の耐震改修工事を実施するとともに、篠山小学校の耐震改

修工事に向けて、校舎検討委員会の検討結果を踏まえたうえで、出来るだけ早期に

耐震改修が実施できるよう取り組みます。
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また、城北小学校体育館については、平成２４年度に耐震診断および補強設計を

実施し、出来るだけ早期に改修できるよう取り組みます。

さらに、幼児教育施設についても、くすのきクラブ(旧城南保育園)、味間保育園

の耐震診断を実施します。

（３）篠山市の市名を考える

篠山市の市名については、「丹波篠山市」に変更する方がよいという意見と、今

の「篠山市」名を変更する必要はないという意見に分かれています。平成２３年度

に市名に関する意見募集を行ったところ、４０６人と２団体の方からそれぞれの強

い思いのご意見をいただきました。これらの意見を十分に検討し、広く調査を尽く

す必要があることから、平成２４年度においては、市民の皆さんが中心となる「篠

山市の市名を考える検討委員会」を設置し、慎重に検討していきます。

（４）出資法人の経営審査

平成２３年度から、篠山市出資法人経営審査委員会において、一般社団法人ノオ

トの経営審査にあたっていただいています。本年３月末に答申が提出される予定と

なっていますので、その答申を受けて、市としての方向性や具体策などを示してい

きたいと考えています。さらに、有限会社グリーンファ－ムささやまについて検討

を始めます。

（５）篠山チルドレンズミュージアム

昨年１０月に指定管理者から指定取り消しの申し出があり、休館となってる篠山

チルドレンズミュージアムについては、現在、新たな活用方法の提案募集を行って

います。その提案を踏まえ、設立当初の趣旨を生かしながら、篠山市の未来につな

がるような活用方法を検討していきます。

（６）入札制度改革

市民から信頼される入札・契約制度の確立に向けては、平成２３年６月から電子

入札の導入および変動型最低制限価格制度の試行を実施しました。今後、電子入札

では新たに委託等の分野での導入に取り組むとともに、変動型最低制限価格制度に

ついては検証および見直しを行いながら試行を継続します。

（７）その他

平成２２年３月に閉校となった後川小学校、雲部小学校跡地の利活用については、

地域の声を生かしながら、引き続き検討を重ねていきます。
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西紀運動公園については、厳しい経営環境のなか、市の施設として運営いただい

ており、広く市民の利用を促進します。

１３ 新しい組織体制

平成２３年度末退職者は２４人、平成２４年度の採用者は１７人で、平成２４年４月

の職員数は４５２人となる予定です。これで篠山再生計画に定めた平成２５年４月の目

標である４５０人体制をほぼ実現しました。平成１９年４月に５６６人であったものが

５年で１１４人減、率にして２０％減、また、合併時６８６人から比べると、２３４人

減、３４％の減少となります。

このように職員数が大きく減少するなかですが、主要施策である定住促進、農都創造、

企業誘致、子育て支援、環境問題、また新しい行政課題に対応するため、外部委託を含

めた事務事業の見直しを進めながら、部、課および係の再編統合、組織のフラット化、

プロジェクトチームの導入などを行ってきました。今後においても、部署の統廃合によ

るスリム化を進めるとともに、機構改革にあたっては、組織としての機能性のほかに、

人事評価制度、係長昇任試験制度、自己申告制度などの活用によって職員のやる気と機

動力を高めることとします。

平成２４年度に行う機構改革は次のとおりです。

（１）定住促進と企業誘致・雇用確保を連動して取り組むため、企業振興部門を政策

部に置きます。

（２）情報政策と地域情報の発信を充実させるため、広報広聴部門を総務部に置きま

す。

（３）東日本大震災を受け、地域防災の観点から、消防団活動との連携を図るため、

防災部門を市民生活部に置きます。

（４）災害時相互応援協定の締結によってつくられた自治体ネットワークを市民交流

へと発展させるため、交流推進部門を市民生活部に置きます。

（５）上記以外にも事業の効率的な執行を目的として係の整理統合を行います。

また、引き続き、まちづくりアドバイザー、農都創造アドバイザーを置き、それぞれ

の取り組みを充実します。
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１４ 平成２４年度予算の概要

最後に、新年度予算についてご説明いたします。

平成２４年度当初予算は、一般会計の総額が、２１２億１，５００万円となっていま

す。対前年度と比較しますと、７億６，６００万円の増、率にして３.７％の増額にな

りますが、市債の繰り上げ償還８億２，９００万円を計上していることや、平成２３年

度の一般会計当初予算は骨格予算であったことから、６月補正後の予算額と比較します

と、逆に４億２，０００万円の減、率にして１．９％の減額となります。

一般会計の予算規模は、骨格予算であった平成２３年度を除きますと、平成２２年度

に次ぐ少ない規模となっています。

まず、歳入では、市税が固定資産税の評価替えに伴う１億５，０００万円の減も影響

し、対前年度と比較いたしますと、全体で７，７８２万円の減、率にして１．５％の減

額と４年連続のマイナスとなっています。また、地方交付税等についても、合併の算定

替えの縮減額が約１０億円に達しており非常に厳しい状況にあります。

こうしたことから、財政調整基金の取り崩しについては、繰上償還にも充てています

が、収支不足の補てんも含めて、１２億５，９００万円を取り崩しており、平成２２年

度末で６０億円を超えていた基金残高も一気に３０億円を割り込む見込みとなっていま

す。歳出では、人件費が全会計で７，７４１万円の減、繰上償還を除きます公債費が３

億２，５８３万円の減となるなど、経常経費が減となっています。

特別会計につきましては、７会計となっており、当初予算総額は、１２３億２，１４

９万円となり、対前年比４億３，２２３万円の増、率にして３．６％の増額となってい

ます。これは、特に国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の３つの特別会計におい

て医療費や給付費が大きく伸びたことが要因となっています。２つの企業会計の当初予

算総額は、２７億２，１８７万円となり、対前年比７２２万円の減、率にして０．３％

の減額となっています。

以上、１０会計を合わせました平成２４年度篠山市当初予算の総額は、３６２億５，

８３６万円となり、対前年比１１億９，１０１万円の増、率にして３．４％の増額とな

りますが、骨格予算を加味して、平成２３年度の６月補正後の予算総額と比較しますと、

８３万円の増、率にして０．０％とほぼ同額となります。

次に、一般会計の主な財政指標については、経常収支比率が９５．９％と平成２３年
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度当初予算の９７．５％と比べて１．６％改善しています。これは、公債費の減、下水

道会計への繰り出し金の減少等によるものです。

財政健全化指標のうち、将来負担比率については、２７０．４％と平成２３年度当初

予算の２８３．４％と比べて１３．０％改善が見込まれますが、他の自治体と比較しま

すと依然として高い水準にあり、また平成２３年度の決算は２５６．７％を見込んでお

り、基金残高の減少も影響して若干の悪化を見込んでいます。

実質公債費比率は２３．０％と平成２３年度当初予算の２３．８％と比較すると０．

８％改善していますが、平成２２年度の決算は２２．５％、平成２３年度の決算は２２．

８％と見込んでいることから、現状からさらに悪化することが見込まれます。これは、

一般会計、下水道会計の公債費や水道会計への高料金対策分の繰出しが減となったもの

の、地方交付税の合併の算定替えの縮減額が約１０億円見込まれるためで、さらに今後

も平成２５年度ぐらいまでは悪化が見込まれることから、市債の繰り上げ償還など、一

層の財政の健全化に向けた努力を続けます。

以上が平成２４年度の当初予算の概要です。

なお、当初予算の詳しい内容につきましては、予算書および当初予算の概要をご覧い

ただきますようお願いいたします。

１５ むすびに

日本に、そして世界に輝く「篠山の時代」をつくるため、議会の皆様、市民の皆様、

そして、すべての職員の心をひとつにさらなる挑戦と努力を続けることをお約束申しあ

げ、市政執行方針といたします。


