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令和元年度 施政方針 

１ ２０歳になって名乗ります「丹波篠山市」 

 令和の時代の始まりとともに、「丹波篠山市」がスタートしました。 

５月１日には、全国各地からも多くのお客様をお迎えし、市制２０周年とあわせてお

祝いしました。 

市制１０周年の時は財政が悪化し、再生への取り組みを始めたばかりでしたのでお祝

いもできませんでした。しかし今、財政も改善の道を歩み、篠山市発足時から取り組ま

れてきた丹波の森構想にもとづく、人、自然、文化が調和したまちづくりが花開き、日

本遺産、ユネスコ創造都市として評価されるようになりました。加えて、投票率７０％

という市民の皆さんの力で市の名前を決めることができました。 

こうして「丹波篠山市」誕生の日を迎えられたことは、市民みんなにとって大きな喜

びだと思います。これまで先人、先輩の皆様が、城下町のまちなみを大切にされ、農業

に熱心で農地を大切にされ、ＪＲ複線電化など活性化に向けて尽くされ、子どもたちの

教育に力を注がれてきました。そのご努力の賜物と深く感謝をいたします。 

今後も「丹波篠山」の名にふさわしい「きれいな城下町、農村景観。農業が盛んでお

いしいものがたくさん。自然環境、文化の薫り」などを伸ばします。 

農都を創造し、自然環境や文化を再生し、これを観光はじめ、いろんな産業の活力、

まちの住みよさ、活性化に結びつけます。 

そして、何より大切なのは、私たちの誇りや気持ちです。丹波篠山にこそ生きがい、

幸せがあります。若い皆さんが「丹波篠山」をめざす時代をつくります。 

 

２（新）丹波篠山市誕生 

「丹波篠山市」となって、どんなまちに発展していくのか、注目され期待されていま

す。 

 「丹波篠山」らしさをまちづくりのいろんな場面で生かすとともに、丹波篠山市誕生

を盛り上げていくため、特に次のことがらに取り組みます。 

（１）第３次丹波篠山市総合計画・丹波篠山ブランド戦略の策定  

新しいまちづくりの指針として第３次丹波篠山市総合計画の策定に着手し、丹波
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篠山ブランド戦略を打ち出していきます。 

市名変更の過程で議論された丹波篠山ブランド、人口減少社会の中での持続可能

なまちづくり、丹波の森構想、まち・ひと・しごと創生総合戦略、ＳＤＧｓの考え

方、さらには本年３月に開催した「スローライフフォーラムin丹波篠山」での討論

などを踏まえ、丹波篠山市の将来を語り合うワークショップなどを開催し市民の参

画で進めていきます。 

   特に、丹波篠山の誇るお米、黒大豆、山の芋、栗など、ブランド力の高い特産の

振興とともに、おいしい農産物、きれいな城下町、田園景観、自然と文化などを活

かした観光客の誘致やインバウンド対策をはじめとする観光ブランド戦略を進め

ていきます。 

また、「丹波篠山」らしさを農業や観光にとどまらず、子育てや福祉、教育、景

観や道路、河川・森の整備、文化や芸術の振興に生かします。 

（２）丹波篠山グランドデザイン、丹波篠山ロマン街道  

   丹波篠山市の未来が、一目でわかる「丹波篠山グランドデザイン」と自然、歴史、  

景観、まちなみなどをテーマごとに結ぶルートを「丹波篠山ロマン街道」として指 

定する作業を令和元年度に完成させます。 

（３）城下町と篠山口駅前  

   まちの顔とも言うべき「城下町」と「篠山口駅前」については、丹波篠山らしさ

が実感できるよう魅力を高めます。 

   「城下町」については、平成２９年度から取り組んでいる「景観まちづくり刷新支

援事業」が、令和元年度で完了し、無電柱化や道路の美装化によって、丹波篠山に

ふさわしい、美しい、にぎわいの空間が創出されます。 

「篠山口駅前」については、特に西口について、新たな丹波篠山市の玄関口にふさ

わしい駅周辺になるように、地域の魅力や活力の向上、観光・交流人口の増加を図

るために、魅力的な駅周辺のあり方について、職員プロジェクトで検討します。 

（４）ふるさとの森、川づくり  

    丹波篠山の自然を再生します。 

「ふるさとの森づくり」によって、人工林の間伐と、広葉樹林化を進め、丹波篠山

らしい森づくりを行います。 

   また、「ふるさとの川づくり」によって、生態系や自然環境に配慮した川や水路

づくりを進めます。 
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（５）丹波篠山の家  

地域の気候風土、伝統・文化により形成された美しい町並みや古民家が丹波篠山

の魅力となっていますが、近年は画一的で快適性や経済性を追求した住宅が増えて

います。 

また、景観に対する意識が高まる中、住宅は景観や町並みを構成する要素でもあ

ることから、地域の伝統・文化等と調和した住環境づくりが求められます。 

そこで、住倶楽部（丹波篠山若手工務店の会）や建築組合と協働して、丹波篠山

の気候風土や伝統・文化に合った、そして健康的で住みよいモデルハウスの建築、

運用手法などを検討し、丹波篠山の特性に合った住宅の普及啓発に努めます。 

（６）丹波篠山特産物の振興  

   「丹波篠山」と言えば、おいしい、本物、品質が高いと大変高いブランドを誇っ

ています。 

   おいしいものがたくさんある中で、特にお米、黒大豆、山の芋、マツタケ、栗、

お茶、丹波篠山牛、猪肉といった特産の一層の振興に取り組みます。 

   このうちお米については、おいしさに加え、自然環境や生態系に配慮した取り組

みを市内全域に進め、「丹波篠山米」のブランドをさらに高めます。 

（７）めざせ「全国学校給食甲子園」 

   丹波篠山の食を生かし、丹波篠山市誕生を機に、「全国学校給食甲子園」への出

場をめざし、取り組みに一層の力を入れます。 

（８）誕生記念の全国大会、国際大会  

   全国大会や国際大会を、丹波篠山市誕生記念と位置づけて開催し、盛り上げます。 

   令和２年５月に予定されている第４２回全国伝統的建造物群保存地区協議会総

会・研修会の開催地としての準備を進めます。 

全国の自治体職員が取り組んだ業務改善運動を一堂に集める「全国都市改善改革

実践事例発表会」を令和２年２月に丹波篠山市で開催します。 

   また、市政２０周年を記念として日本農業普及学会の全国大会を令和元年７月

１３日・１４日に開催し、「農業普及は村おこしにどう取り組むか」をテーマに、

シンポジウムや事例発表を行います。 

さらに、桶ット卓球の世界大会を、オリンピックの年である令和２年２月にオリ

ンピックに先立ち丹波篠山市で開催します。 

（９）誕生記念の市民事業  

   丹波篠山市誕生記念として、四季の風景や伝統行事、農の営み、丹波焼などを題
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材に、写真集を作成、写真展を開催します。 

   「丹波篠山ビデオ大賞」は、昨年度３０年を迎えましたが、新たに「丹波篠山市映

像（ええぞ～）祭」に改名し、さらに盛り上げます。 

   さらに、「陸上自衛隊中部方面音楽隊コンサート」を開催します。中部方面音楽 

隊は、兵庫県伊丹市に所在する方面総監直轄の音楽隊で、西日本を中心に幅広く演 

奏活動をされています。今回、新市誕生を祝って、本年６月２３日、音響効果に定

評のある「田園交響ホール」でコンサートを開催していただきます。 

 この公演ではメディア等で話題の陸上自衛隊の歌姫、鶫(つぐみ)真衣(まい)さん

も出演され、美しい歌声を披露していただきます。また、市内中高生吹奏楽部への

音楽指導を行い、吹奏楽部との合同演奏も実施します。入場は無料ですが、観覧希

望者が非常に多く、抽選での入場となります。 

   西紀運動公園では、より気軽に子どもたちが利用できるよう、夏休み等長期休業

期間中に、水泳教室の期間限定割引事業を実施します。また、１０月から１１月頃

の週末に、市民の憩いの場として「芝グラウンド」の無料開放事業を実施します。 

丹波篠山総合スポーツセンターでは、１０月から１１月頃に市名変更記念「丹波 

篠山総合スポーツセンター杯少年サッカー大会」を開催します。また、今後、丹波 

篠山総合スポーツセンター杯としてのスポーツ大会を企画及び開催することによ 

り、より一層の施設の活用と利用促進に取り組みます。 

また、平成３０年度受け付けた、市名変更にかかる市民の盛り上げ活動について、

今後取り組まれる１６件の事業完了まで支援していきます。 

（10）誕生記念のリニューアル  

市の公式ホームページについて、前回のリニューアルから７年が経過することか

ら、新生丹波篠山市にふさわしい、魅力的で使いやすいホームページとなるようリ

ニューアルします。 

市民および転入者への利便を図るため、市の窓口業務や各種手続きの仕方など、

市民が安心して快適な生活を過ごすために必要な情報を１冊にまとめた市民ガイ

ドブック「や、これは便利だ」について、市民への全戸配布および転入者への配布

を行ってきました。 

市名変更に伴う丹波篠山市への変更や、掲載内容の更新が必要なことから改訂版

を発行し、８月末ごろに市内全戸へ配布します。 

（11）２０１９ラリーin丹波篠山の開催支援 

神戸大学体育会自動車部が主催し、鍔市ダム周回路や、多紀連山越えの県道など
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をレースコースとして、令和元年９月１４日・１５日に開催される「２０１９ラリ

ーｉｎ丹波篠山」（神大ラリーとトヨタガズーレーシング・ラリーチャレンジカッ

プ）を支援します。 

集客イベントや、地元特産品市が開催されますので、丹波篠山市を大いに盛り上

げます。 

 

３ 篠山再生計画の達成に向けて 

平成２０年に策定した篠山再生計画の着実な実行により、収支見通しでは令和元年度

決算において収支のバランスが取れる見込みです。一般会計の市債残高も令和元年度末

で１９６億円となる見込みで、ピーク時の平成１５年度末から３６４億円、６５％減少

し、特別会計の残高とともに今後も減少していく予定です。また、実質公債費比率も令

和元年度決算では１７．６％と市債発行の県知事許可基準である１８％を１３年ぶりに、

下回る見込みとなりました。 

しかし、医療費などの社会保障費や特別会計への繰出金は年々増加しており、更に平

成２９年に策定した篠山市公共施設等総合管理計画では、今後４０年間の公共施設の維

持管理費用の累計が１，４００億円と試算しており、財政の健全化の指標である実質公

債費比率や将来負担比率も毎年度改善しているものの県下で最も悪く、今後も引き続き

財政再建に取り組まなければなりません。 

篠山再生計画推進委員会からは「継続して財政健全化に取り組むことが必要で、公共

施設の老朽化対策として、施設の集約化・複合化を図り、更新費用の抑制・平準化に努

めること」との意見をいただきました。 

こうした状況のなか、篠山再生計画を達成するとともに、その後の新たな財政の健全

化計画の策定に向けて、準備を進めて行きます。具体的には、篠山市公共施設等総合管

理計画の公共施設の維持・更新費用の適正化と平準化を図るとともに財政の健全化を両

立する健全化計画になるよう検討を進めます。 

また、引き続き令和元年度は、篠山再生計画に掲げる１４０項目に取り組み、篠山再

生計画前の平成１９年度と比較して、年額で１０億２０６万円の効果額を見込んでいま

す。その主なものとして、定員・給与の見直しでは、職員の定数削減により平成３１年

４月１日の職員数が４６１人となり、給与の引き下げと合わせて５億３，０６６万円の

効果額を見込んでいます。公の施設の見直しでは、引き続き、指定管理者制度などを積

極的に活用することで１億３３７万円、事務事業の見直しで２億５，７８２万円の効果
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額を見込んでいます。 

歳入の根幹をなす市税は、公平な負担と適正な課税に努めるとともに、納税推進セン

ターによる納付勧奨、職員一斉徴収、休日納税相談の実施、差押えや不動産公売等の滞

納整理を進めており、未収金の件数や金額の縮減につながっています、今後も一層の収

納対策に努めます。 

また、納期内納付につながる口座振替利用率の向上のため、ペイジー口座振替受付サ

ービス等の利用拡大を進めます。給食費をはじめとする税外債権についても、庁内で債

権管理に関する情報の共有、意見交換などを通じて債権管理を徹底するとともに、職員

あげての徴収活動等により自主財源の確保に努めます。 

 

４ 市民が主役の丹波篠山市 

市政や市役所は市民のためにあるものです。これからもガラス張りの情報公開を実  

 行し、だれもが分かりやすい市政にするとともに、引き続き、積極的に市民の皆さん

の意見を聴く場づくりに努めます。 

（１）明るいあいさつと応対 

来庁される市民の皆さんに職員からあいさつすることで明るい雰囲気となり、 

  市民に親しまれる市役所づくりに繋がります。丹波篠山市の新たなスタートに当た

り、これまで以上に元気なあいさつ・丁寧な接遇に努めます。各課に配置する職場

接遇推進員、あいさつ運動強化週間における取り組みを活用して徹底を図ります。 

（２）お出かけ市長室（ふるさと一番会議）、こんにちは市長室 

市政の現状等を報告するとともに、市民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きました。令和元年度につ

いては、「お出かけ市長室」との一体化を図り、自治会や地域団体、ＰＴＡや子ども

会など、開催を希望される地域、団体に出向き、開催します。 

市長が、市民の皆さんから直接ご意見をお聴きする「こんにちは市長室」につい

ては、毎月１０日、本庁と各支所等において隔月で開催します。より多くの方にお

越しいただけるよう、本庁では午後４時から午後７時までの時間を設定しています。 

（３）市長の学校訪問  

市長が市内の小・中・特別支援学校で、児童・生徒へのふるさと授業と意見交換

を行う「市長の学校訪問」を、積極的に実施します。令和元年度においては、ふる

さと丹波篠山を大切にし、将来の丹波篠山市を担う子どもたちを育むため、１５校
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で実施します。 

（４）職員プロジェクト 

これまで「丹波篠山の川づくり・水路づくり指針」「農地取得下限面積の緩和」

など、施策につながる成果を上げてきた職員プロジェクトについて、令和元年度は

より新たな施策に直結する成果をめざした取り組みとして、「（仮）丹波篠山の農

村を未来につなぐプロジェクト」、「（仮）子育て支援プロジェクト」、「（仮）

魅力的な駅周辺プロジェクト」などに取り組みます。 

（５）丹波篠山市民プラザの充実、市民活動の支援 

丹波篠山市民プラザは、市民活動団体やグループ活動の中間支援を目的として、

平成２２年７月に開設して以来、毎年約３，０００件の利用があります。平成３０

年度には月平均約２２０人が来訪され、登録団体も平成３０年度末で１３８団体と

なり、さまざまな団体やグループの活動拠点となっています。具体的な活動として

は、情報提供やＮＰＯ法人登録などへの助言及び活動団体のネットワーク化など各

種団体同士や個人との連携を仲介するほか、市民団体やグループの支援組織として

専門的機能の充実を図っています。また、自治会やまちづくり協議会などの地縁型

組織と市民活動団体などのテーマ型組織が連携できる機会として、平成３０年度は、

８４団体、１中学校及び３高等学校の６９０名と一般来場者約２，１００名が参加

した市民センターまつりを市民プラザが事務局を担い、実行委員会が開催されまし

た。また、２０団体２７名が参加した市民プラザ交流ひろば等の交流の場を設けま

した。 

このような市民団体を支援するため、平成２５年に策定した「篠山市参画・協働

の指針」で検討事項とされていた市民活動助成金を平成３０年度に創設し１５団体

に活用いただきました。具体的には、設立初期の団体に助成するスタートアップコ

ース、事業拡大、継続的な活動に助成するステップアップコース、また、単発のイ

ベントコースなど助成金の上限は５万円から１０万円と比較的低いものの、市民団

体等の聞き取りにより細やかな制度としています。また、地縁型組織とテーマ型組

織が連携した場合は、助成率を加算するなど連携の強化を推進していきます。 

令和元年度は、ステップアップコースで既に助成した１２団体の継続を含め、３

５団体への助成を想定して支援していきます。 

加えて、丹波篠山市民プラザ内に、市民団体が活動資金の調達や経営について相

談できる「ソーシャルビジネス支援ネットワークささやま」を開設しており、引き

続き関係機関との連携を密にし、多方面での活動を支援していきます。 
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また、屋内、屋外さまざまな催し物に対応できる音響備品セットを購入し、市民

交流を推進します。 

（６）公正な職務執行、入札監視委員会 

平成２３年４月に施行した篠山市公正な職務の執行の確保等に関する条例に基 

  づき、すべての要望等を記録し、年２回、その概要を公表するとともに、内部公益

通報や不当要求行為を調査する公正職務審査会を開催しています。引き続き、職員

の「報告・連絡・相談」を徹底し、風通しのよい職場環境づくりに努めるとともに、

法令を遵守した適正な事務執行に当たります。 

市民から信頼される入札・契約制度を確立するため、公共工事、測量・コンサル

タント部門の委託業務及び物件の購入について、電子入札により執行し公正性の確

保に努めます。丹波篠山市入札監視委員会において、公共工事の入札及び契約につ

いて結果を審査し、入札制度の透明性確保に努めます。 

また、変動型最低制限価格制度については、物件費の占める割合が高い工事等に

おいて、公共工事の質の低下を防ぎ、適正な契約の履行を図るため運用します。 

（７）公契約条例 

平成３０年度において、「労働者の適正な労働環境を確保し生活の安定を図るこ

とで地域経済の持続的な発展及び市民福祉の増進に寄与すること」を目的として、

公契約条例を制定しました。 

 令和元年度は、公契約条例の周知を行い、基本方針に掲げている市内事業者の受

注機会の増大、公契約に係る業務に従事する労働者の雇用の安定、適正な労働環境

の確保、適正な履行及び公契約の質の確保に取り組みます。 

（８）市長室の一般開放 

篠山城跡の桜の開花にあわせて、市役所本庁舎３階の市長室を一般開放し、平成 

  ３１年３月末から４月にかけて、１，２７８人の市民や観光客の方々にお越しいた

だきました。春の丹波篠山の素晴らしさを実感いただける場として、また、開かれ

た市政の一環として、今後も市民や観光客の皆さんに市長室を開放します。 

（９）広報広聴、出前講座 

丹波篠山市からの情報は、広報紙や新聞発表、ホームページなど幅広い媒体を活 

  用し、お伝えしており、朗読ボランティアの皆さんの協力を得て、声の広報もお届

けしています。 

また、平成３０年度に本庁舎市民ホール及び各支所に設置したデジタルサイネー 

  ジを有効活用し、効果的に行政情報や観光情報を発信するなど新たなサービス提供
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に取り組みます。 

さらに、インターネットを活用した丹波篠山まるいのテレビ、丹波篠山動画デー 

  タベースでは、市民活動の様子や市内の出来事などを、映像を通して発信していま

す。令和元年度においても、新聞やＴＶなどのメディア、普及が進むスマートフォ

ン、タブレット端末からの情報発信も有効に活用しながら、さらなる丹波篠山の魅

力発信に取り組みます。 

（10）公民館改修助成  

集落の公共的施設（自治会館）の新築や改築などを実施される場合に助成を行っ 

  ています。平成３０年度から、助成対象事業費を５０万円以上から２０万円以上に

助成基準を見直し、小規模な修繕にも対応することとし、自治会からの要望件数も

増加しました。 

令和元年度は、２１自治会に対して２１，２８７千円を助成します。 

（11）コミュニティセンターの改修やエレベーター設置           

地区コミュニティセンターは、地域の活性化にむけた拠点施設と位置付けており、 

施設利用の多様化、住民の高齢化等に対応した誰でも利用しやすい施設とするため、

エレベーターの設置に取り組んでいます。平成２９、３０年度において、古市コミ

ュニティ消防センター、玉水会館、岡野文化会館にエレベーターを設置しました。

平成３０、令和元年度では、高城会館、住吉台コミュニティ消防センターへのエレ

ベーター設置、コミュニティセンター城南会館の既設エレベーターの更新に取り組

みます。また、後川文化センターの外壁工事も行います。 

（12）施設の長寿命化  

   公共施設の総合的かつ計画的な管理を推進するための指針として、篠山市公共施

設等総合管理計画を策定しました。平成３０年度から、施設を管理するそれぞれの

部署において、施設の長寿命化、改修にかかる費用の平準化等を図るため、施設の

個別計画の策定に取り組んでおり、策定した個別計画に基づき、施設の長寿命化を

図ります。 

（13）市有バス  

平成２９、３０年度において、老朽化した市バス２台を更新し、排ガス規制のあ

る阪神間への運行に対応し、快適な運行により市民など利用者には喜ばれています。 

丹波篠山市自家用バスの使用を円滑にするため、丹波篠山市を代表して参加する

文化やスポーツ分野、またまちづくり協議会が実施する青少年健全育成に資する事

業など、市政推進に有益であると認められた事業について可能な限り利用枠を拡大
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し、より一層市バスの市民利用を進めます。 

（14）議会機器の整備 

平成３０年度の議場改修に引き続き、令和元年度は、議員協議会室の老朽化した

音声機器の改修とともに、委員会審査の映像配信設備の充実を図り、市民に開かれ

た議会運営を構築します。また、行政事務の効率化を図るため、議会事務局に会議

録作成支援クラウドシステムを導入し、今後、全庁的な導入について検証を進めま

す。 

（15）全国の自治体、海外の都市との交流 

平成２３年度から、丹波篠山市とゆかりのある自治体と災害時相互応援協定を締

結し、自治体間交流をはじめ市民間交流を推進しています。特に、平成２６年度に

は愛知県犬山市と国内では初めてとなる姉妹都市提携を締結しました。また、平成

２８年度には愛媛県南宇和郡愛南町と国内で２都市目となる姉妹都市提携を締結

しており、防災、教育、産業及び文化などの交流を深め、両市町においてさらなる

発展につなげていきます。 

令和元年度は、市内小学生を募集し、愛南町でシーカヤックやシュノーケリング

など海の体験を通じて、愛南町の子ども達と交流を深めます。 

また、犬山市との小学生交流事業では、犬山市の小学生１２人を受け入れ、市内

小学生とともに日本遺産にも認定された丹波焼の陶芸教室体験や市内産材を使用

した木工体験などを通じて交流を深めます。犬山市からは初めて丹波篠山市へ招く

ことで、緑あふれる山々に囲まれた丹波篠山市の素晴らしさを知っていただき、良

い思い出となるような事業を展開します。 

その他、令和元年度も引き続き、本市とゆかりのある、秋田県大館市、山形県鶴

岡市、千葉県館山市、岐阜県郡上市、岐阜県高山市、高知県宿毛市及び大阪府泉佐

野市との交流についても、市民交流活動を推進するため、事業者や市民団体等によ

る物産交流、ＰＲ、視察や研修など交流に関する経費の一部を補助します。 

海外都市との交流については、昭和４７年に姉妹都市提携を結んだアメリカ合衆

国ワシントン州ワラワラ市との間では、高校生による短期交換留学生の派遣と受け

入れを継続して実施します。 

平成３０年度には、ベトナムフエ市と市民交流都市提携を結んでおり、より一層

の市民間交流を深めます。令和元年度は、フエ市よりフエ伝統工芸祭への出店依頼

を受け、丹波篠山市からも「王地山焼」を出店し、更に友好関係を深めます。 
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５ 定住促進「ふるさとに住もう帰ろう」 

令和元年度においても、引き続き、市民あげて「ふるさと丹波篠山に住もう帰ろう

運動」を進め、定住促進に取り組みます。 

（１）定住促進重点地区などでの取り組み  

丹波篠山市内で、特に人口の減少や少子・高齢化の進んでいる福住、村雲、大芋、

日置、後川、雲部、畑、西紀北地区を定住促進重点地区と位置付けて、引き続き、

住宅の新築・改築の助成や就学前の子どもを育てる保護者へ助成します。 

特に、就学前の子育てでは、令和元年１０月から国の幼児教育・保育の無償化が

始まることから令和２年度に向けて丹波篠山市独自の新たな支援策を検討します。

また、兵庫県と一緒に「ひょうごで働こう！ＵＪＩターン広報・就職促進事業」に

新たに取り組み、東京圏から移住して市内指定企業に就職したり、市内で起業する

人を支援します。 

次に、平成２７年度から設けた市内全域を対象とする若者・子育て世帯への住宅

の新築・改築・購入の助成について、３世代同居住宅助成が８５件、市内工務店等

利用が９３件あり、それぞれ所期の目的に沿って進んでいます。市民へのさらなる

周知に努めながら、令和元年度も継続します。 

（２）わが家・わが村のふるさと丹波篠山に住もう帰ろう運動  

「ふるさと丹波篠山に住もう帰ろう運動」を、より身近できめ細やかに家庭や自治

会などで考えていただく「わが家・わが村のふるさと丹波篠山に住もう帰ろう運動」

に取り組んでいます。既に３６自治会で取り組んでいただいており、それぞれの地

域の将来における維持や人口について考えていただけるよう、令和元年度は９０の

自治会を目標に、住民学習会の開催を未実施の自治会に働きかけ、自治会の定住促

進の取り組みに対して引き続き上限１０万円の助成をします。 

また、各自治会の定住促進推進員を中心に、わが家・わが村の１０年先を見据え

た定住促進、空き家の発掘と活用、移住者の受け入れ体制強化などに取り組みます。 

（３）市営住宅の子育て優先枠 

定住促進重点地区に所在する市営住宅の日置団地、福住団地、福住本陣団地等は

募集枠の２分の１以上、特定公共賃貸住宅のかすが団地、しゃくなげ団地、こしお

団地は募集枠の全てに子育て優先枠を設定して、若者・子育て世帯の定住促進を図

ります。 
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（４）通勤・通学しやすい環境づくり  

ＪＲの特急利用助成は、平成２４年度にスタートし、利用しやすいよう制度を随

時見直しながら、現在は、篠山口・相野と大阪・新大阪間の回数特急券（福知山間

は特急券）の購入について、６カ月あたり９，０００円を上限に助成し、通勤・通

学支援として定着しています。大学生等の通学支援の一端も担っていることから、

継続して周知・広報に努めるとともに、チケットレス化の動きや、市議会で提案の

あった大学生への通学支援制度と既存の通勤・通学支援制度の統廃合も含め、新た

な支援策の検討を進めます。 

（５）空き家等の活用と空き家バンクの登録推進            

   平成２８年度に策定した「篠山市空き家等対策計画」に基づき創設した「農地付

き空き家制度」「ＤＩＹ住宅制度」の周知と運用を進めて行きます。 

また、平成３０年度に拡充した、自治会等からの紹介で空き家バンクの登録に至

った場合の謝礼金（３万円）、空き家バンク成約謝礼金を従来の所有者（１０万円）、

仲介事業者（２万円）、受け入れ自治会等への謝礼金（１万円）などの謝礼金制度

を積極的に周知しながら、丹波篠山暮らし案内所の運営、自治会への空き家バンク

登録・成約謝礼金制度を継続し、定住促進推進員と連携した空き家の発掘、移住者

の受け入れを一層推進します。 

これまでに寄付を受けた空き家については、令和元年度、魚屋町の物件ではおも

ちゃミュージアムやレストランなどの複合施設として事業者提案に沿って活用し

ていきます。また、市野々の物件については改修工程を公開しつつ、移住希望者を

募っていくとともに、空き家バンクに登録して移住者へ提供します。 

（６）ハートピア北条団地 

多紀地区の定住促進の拠点として、未販売区画（５区画）について、市広報やホ

ームページ、篠山暮らし案内所と連携した情報提供、神戸三宮ミントビジョン放映

などをはじめ、市内外の子育て施設や商業施設へのパンフレット配布などのＰＲ活

動を通じて、多紀地区の定住促進の拠点として販売促進を図ります。 

（７）結婚相談室「輪～りんぐ～」の充実 

丹波篠山市民センター内に結婚相談室「輪～りんぐ～」を開設しており、平成３

０年度末現在の会員登録者数は２１４人で、開設以来の成婚組数は、平成３０年度

の６組を加えて４１組となっています。週４日（火・木・土・日曜日）の開設日の

うち、火・木曜日は午後６時３０分まで開所し、相談員３人体制で利用しやすい相

談室づくりを進めています。 
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丹波篠山市の行う結婚相談所であるという信頼と安心を活かし、今まで以上に会

員に寄り添ったきめ細やかな紹介・相談を行うとともに、令和元年度から業務をウ

イズささやまに委託し、より多くの男女が良縁に恵まれ、市内で暮らしていただけ

るよう取り組みます。 

 

６ 子育て・教育いちばんの丹波篠山市 

丹波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。それに加え、子育てや教育のよりよい条件を整備することによって、   

「子育て・教育するなら丹波篠山市がいちばんよい」と言っていただけるよう取り組み  

ます。 

（１）中学３年生までの医療費無料化 

中学３年生までの子どもの医療費について、平成２６年７月から一定の所得要件

のもと医療費の無料化を実施、また平成２８年７月からは１歳から小学３年生まで

の通院および入院、小学４年生から中学３年生までの入院について、所得制限を撤

廃し、子育て世代への経済的負担を軽減しています。子育て世代が安心して医療が

受けられるよう、医療費の助成を継続して実施します。 

（２）予防接種  

平成２５年度から、６か月～１５歳（中学３年生）の小児インフルエンザワクチ

ン接種にかかる費用を助成しており、この結果、小、中学校の学級閉鎖率が下がっ

ています。引き続き、小児のインフルエンザ予防と経済的負担の軽減を図るため費

用助成を行います。具体的な助成については、１２歳までは１回目２,５００円、２

回目は１，０００円、１３歳から１５歳までは、１回のみ２,５００円となっていま

す。平成３０年度の予防接種率は ５２.３％であり、今後も学校を通じての案内パ

ンフレットや広報紙などでの啓発に努めます。 

また、令和元年度から、男性の風疹抗体検査と風疹予防接種を実施します。この

事業は、全国的な風疹の流行を受けて、この４月１日より風疹予防接種が予防接種

法の定期接種に位置付けられたものです。風疹の発症を抑え、妊婦への感染を防止

することで産まれてくる赤ちゃんを風疹による先天性風疹症候群から防ぎます。対

象は、昭和３７年４月２日から昭和５４年４月１日生まれの男性で、風疹の抗体検

査を行い、免疫（抗体価）の低い方を対象に予防接種を行います。この年代の男性

は、今まで一度も風疹の予防接種をする機会がなく、免疫（抗体価）が低い年代で
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す。全国的にみてもこの年代の発症率が高いため、国あげて予防接種を実施するこ

とで、風疹の排除を目指します。 

（３）子育て世代への育児支援の充実 

妊娠から出産、育児まで、子育て世代への切れ目ない相談支援の充実、特に産前

産後の子育て支援の充実によって、子育ていちばんのまちを目指して、平成２８年

７月に「子育て世代包括支援センターふたば」を開設しました。母子保健コーディ

ネーターを配置して妊婦一人一人に話を聴き、妊娠初期から顔の見える相談しやす

い体制が整備できました。 平成２９年度には、「産後ママのサポート事業」とし

て「宿泊型」「日帰り型」「訪問型」の三種類の産後ケア事業を開始し、平成３０

年度は、「産後の健康診査費補助事業」「新生児聴覚検査費補助事業」を実施し、

安心して子育てができる支援体制を充実してきました。 

令和元年度は、好評を得ている「産後ママのサポート事業」のうち、丹南健康福

祉センターで行っている「日帰り型ケア」を月に１回から月に２回に増やし、産後

のお母さんのサポートを強化します。 

神戸大学地域連携事業として、平成２８年度に「産後女性の体と心の大きな変化

（マイナートラブル）と生活習慣」に関する調査研究を行った結果、妊娠中は８５．

６％あった腰痛は、出産後４か月たっても５２．５％のお母さんに産後も続いてい

ることがわかったことから、平成２９年９月より月１回、腰痛予防教室の「ささや

ま美腰プロジェクト」を行い好評を得ています。今年度も引き続き、毎月１回開催

し、お母さんの身体的、精神的なサポートを行い、健やかな子育て、また、将来の

介護予防につなげていきます。 

関係機関が連携して、よりよい子育て環境づくりを行えるよう、健康課、中央公

民館、図書館、味間認定こども園、子育てふれあいセンターの５館が月に一回、調

整会議を行い子育て支援方法や、有効な館の利用、駐車場の確保について協議を重

ねています。この話し合いにより、よりよい子育て支援につなげていきます。 

（４）丹波ささやま人形劇フェスタの開催を支援 

   また、丹波地域の魅力ある昔ばなしを子どもたちへ語り伝え、豊かな郷土愛を育

む「丹波ささやま人形劇フェスタ」は、過去５年間開催され、単に“人形劇のお祭

り”ではなく、子どもたちの情操教育、また丹波篠山市の地域活性化や観光に寄与

する事業へと発展しています。令和元年度からは、「丹波ささやま人形劇フェスタ」

を丹波篠山市の社会教育に資する事業として位置付け、開催を支援します。 
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（５）出産祝い金、不妊治療費助成、不育症支援 

少子対策の一環として、子育てしやすいまちづくりをめざし、平成２７年度から、 

第３子以降の出産に２０万円の祝い金を交付しています。平成２９年度は５８件、

平成３０年度は６３件となっており、令和元年度も引き続き、第３子以降の出産祝

い金を交付します。 

特定不妊治療に要する費用の一部を助成（１回１０万円上限）していますが、平

成３０年度から新規事業として実施している、２回以上の流産や死産などを経験さ

れ「不育症」と診断された方の治療費の助成（１回上限２０万円）を今年度も実施

します。特定不妊治療及び不育症治療を助成することで、夫婦の経済的負担の軽減

をはかり、安心して子どもを産み、育てることのできる環境整備の充実を図ります。 

（６）子育てアプリ「ささっ子すくすくアプリ」の提供 

   平成２９年１２月に公開を開始した子育てアプリ「ささっ子すくすくアプリ」を

活用し、令和元年度も引き続き、子育てに役立つ各種サービスを提供するとともに、

子育て家庭向けのイベント情報及び子育て支援情報を発信します。 

（７）児童遊園遊具の設置 

近年、自治会内に設置されている児童遊園遊具については、設置から年数が経過

し、老朽化が進んだことで安全に使用することができないものがあり、更新には多

額の費用を要するため、自治会にとっては大きな負担となっていました。このため、

平成３０年度に新たに児童遊園遊具設置事業補助金を創設し、３件の活用をいただ

きました。引き続き、児童遊園遊具の新設や修繕に対して経費の一部を継続して支

援することで、安全で安心な遊び場の確保に努め、子育ていちばんの丹波篠山市づ

くりを一層進めます。 

（８）子育てふれあいセンター、おとわの森子育てママフィールド「プティプリ」 

子育て家庭の交流の場であり、子育てを学ぶ場である子育てふれあいセンターは、

Ｂ＆Ｇ体育館と丹南商工会館に移転して開設しています。 

   平成３０年度はプレイルームのより一層の充実を図るため、利用時間を４時まで

延長するとともに、たんなん子育てふれあいセンターにおいては月曜日から土曜日

まで開所し、より多くの子育て家庭に利用していただきました。 

令和元年度も引き続き、各子育て講座や相談事業を通して、子育ての知識や技術

を習得する機会を提供することにより家庭教育力の向上をめざします。また、父親

の子どもへの理解を深めるため、「お父さんといっしょ」「赤ちゃん講座」の充実

を図ります。 
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   平成２９年８月に開所したおとわの森子育てママフィールド「プティプリ」は、

子育て家庭の交流や子育てに関する講座、季節に合ったイベントなどを開催してい

ます。また、子育て世代の母親の各種活動の支援にも力を入れています。 

   平成３０年度は開所日を週３日から週５日に拡充し、施設利用及びイベント参加

をされた子育て家庭の延べ組数は２，３０１組となりました。 

令和元年度も引き続き、魅力ある講座やイベントを開催するとともに、郷土料理

教室を開催するなど、地域と連携した地域交流事業の充実を図ります。 

（９）幼稚園・こども園・預かり保育のあり方検討  

   篠山・たまみず・岡野幼稚園区については、預かり保育がなく、その役割を私立

のこども園に担ってもらっています。保護者からは、預かり保育を実施してほしい

という意見もあり、公立の幼稚園と私立のこども園の関係をどうしていくのか課題

となっています。そのことから、関係者や保護者、地域の方も交えて検討会を立ち

上げて、どうすれば地域にとって一番いい教育保育環境になるかを具体的に検討し

ます。 

（10）病児保育室「にこにこ」    

   風邪やインフルエンザなどの病気や病気回復時の生後６カ月から小学校６年生

までの子どもたちを、保護者の勤務等の都合により、家庭で保育を行うことが困難

な場合に一時的にお預かりする保育室として、平成２９年３月から、医療法人社団

小嶋医院に委託して実施しています。実際に利用された保護者からも喜んでいただ

いており、スムーズな利用のため事前登録を推進し、保護者の子育てと就労の両立

支援を図ります。 

（11）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の妊婦健康診査

の機会の確保と普及を図るため、引き続き、１人につき１０万１，０００円の費用

を助成し、多胎（双子など）の妊娠の方には助成額をさらに４万４，０００円を追

加交付します。多胎の助成額は兵庫県内で一番高い額となっています。 

また、妊婦とその夫への歯科健診を引き続き実施し、父母のむし歯や歯周病を予

防し、生まれてくる赤ちゃんのむし歯予防に加え、若い世代の口の健康を守ります。 

（12）赤ちゃんの駅設置事業 

   平成３０年度からの新たな取り組みとして、乳幼児を育てる保護者等が、外出の

際に授乳やおむつ替えを気軽に行う事ができるよう、中央図書館や兵庫医科大学さ

さやま医療センターをはじめとする市内３０箇所の施設や店舗を「赤ちゃんの駅」
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として登録しました。登録した施設・店舗等は、ホームページや子育てアプリを活

用して広く周知し、乳幼児を育てる保護者等が安心して外出できる環境を整備しま

す。 

また、「赤ちゃんの駅」設置を推進するため、おむつ替えや授乳ができる設備等

を設置又は充実する民間事業者に対して、補助金（上限１０万円）を交付しており、

平成３０年度は新たに３箇所の整備が実現しました。令和元年度も引き続き補助金

を交付して、赤ちゃんの駅の登録を推進します。 

（13）いじめ対策  

『いじめは「どの子どもにも」「どの学校でも」起こり得るもの』『いじめは人 

権侵害であり、人として決して許される行為ではない』との基本認識のもと、丹波

篠山市子どものいじめの防止等に関する条例及びいじめの防止等に関する行動指

針に基づき、保護者や関係機関と連携しながら、いじめの未然防止と早期発見に取

り組むとともに、いじめが認知された場合の早期対応に的確に取り組みます。 

丹波篠山市子どものいじめの防止等に関する条例に基づき、「子どものいじめ対

策委員会」を設置しています。いじめを早期発見して防止し、いじめが発生した場

合、すみやかに対処します。 

また、要保護児童に対する通告や相談は、家庭児童相談員を中心に、民生委員児

童委員、学校や県関係機関などと連携し、子どもと家庭のさまざまな問題の解決に

向け取り組みます。 

（14）中学校部活動支援事業 

少年少女スポーツ団体の指導者、元教員、競技スポーツや吹奏楽の指導経験が 

  ある社会人等、地域の皆さまの協力を得て、市立中学校での部活動の適切な指導方

法等の推進を図るとともに、開かれた部活動、楽しく安全な部活動を推進します。 

（15）高等学校の通学支援  

市内高校まで距離が長い、峠を越えないといけない、定期代が高いなどの通学を

強いられる場合に支援をします。公共交通を利用しない遠距離通学者へは最大１０

万円を、峠越えを伴う後川・西紀北・今田地区では一律１０万円を、バスや電車代

は自己負担が月額１万５，０００円以内となるようそれぞれ助成を継続し、市内高

校に通学しやすくするとともに保護者の負担を軽減します。 

（16）学校給食の充実と地産地消の推進、「全国学校給食甲子園」への出場 

   学校給食の主食となる米飯や米粉パンの米粉には、丹波篠山産コシヒカリを１０ 

０％使用し、毎食、丹波篠山産米を使って実施します。また、地元野菜の品目使用
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率の目標を設定し、できるだけ多くの地元野菜が使用できるように、献立の工夫や

地元野菜生産団体との調整を行います。 

旬の野菜や、丹波篠山茶、丹波黒大豆、丹波大納言小豆、山の芋、丹波篠山牛、

猪肉など、丹波篠山の特産品を食材に使用するとともに、昔から伝わる四季折々の

伝統食も取り入れます。それにより、子どもたちの、地元農業や食べ物への関心を

高め、食材への慈しみや生産者への感謝の気持ち、丹波篠山の四季や郷土の良さを

感じ、ふるさとを愛し誇りに思う心を育みます。 

   こうした特色ある丹波篠山ならではの食材や食文化をいかし、全国１２代表のみ

が選ばれ出場できる「全国学校給食甲子園」をめざします。 

   また、東部学校給食センターでは、国の衛生管理マニュアルに基づき、一定の加

熱処理した食品の病原菌発育を防ぐことができる真空冷却機を更新し、より安全安

心な学校給食の提供に取り組みます。  

（17）日本ＰＴＡ全国研究大会兵庫大会第８分科会の支援  

   第６７回日本ＰＴＡ全国研究大会兵庫大会の第８分科会（健康安全領域）が、

全国から８００名のＰＴＡ関係者を迎えて、８月２３日(金)田園交響ホールを会

場に開催されます。丹波篠山市では市内のＰＴＡ会員の研修を支援し、全国から

お越しになる会員の方に、丹波篠山の魅力をお伝えします。 

（18）ふるさとを担う教育 

ふるさと丹波篠山を愛し、誇りに思う心を育てるため、学校・市民・保護者・地   

域住民が一体となって、ふるさとを担う教育を展開します。 

子どもたちが、地域の自然や文化、人物など、さまざまな資源にふれる学習を通  

して、そこに関わる人々の生きざまや生き方に学び、丹波篠山の将来を担う意識を  

育みます。 

また、地域の人に出会ったら自分からあいさつをすることや、ボランティア（地

域貢献）活動に積極的に参加することを通して、地域とともに生きる喜びを感じる

ことのできる子どもたちの育成に努めます。 

（19）学校施設の大規模改修とスクールバスの更新 

   老朽化の進む学校施設の大規模改修を計画的に実施します。令和元年度は、岡 

野小学校、西紀南小学校、大山小学校で大規模改修工事を行うとともに、令和２ 

年度以降の実施に向け、篠山中学校、篠山東中学校の大規模改修実施設計を行い 

ます。 

   また、篠山市公共施設等総合管理計画に基づき、学校施設の長寿命化計画策定
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にかかる老朽化調査を実施します。 

スクールバスについては、更新計画に基づき、篠山東中学校のスクールバス１

台と篠山養護学校スクールバス２台を更新します。 

 

７ 魅力あふれる美しい丹波篠山市 

「日本遺産のまち」、「ユネスコ創造都市」、「小京都、日本の原風景と高く評価さ 

れるまちなみや景観」、「命輝く自然環境」、「歴史文化」などの魅力をさらに高め、 

日本に、世界に誇る美しい篠山づくりを進めます。 

（１）景観、丹波篠山ロマン街道、丹波篠山グランドデザイン  

史跡篠山城跡を中心とした城下町の佇まいとその周辺に広がる田園、農村風景、

山並みなどの美しい景観を未来に引き継ぐため、これからも景観条例に基づく景観

計画及び屋外広告物条例を適正に運用して、丹波篠山市にふさわしい景観形成を図

ります。 

また、景観写真コンクールや景観カレンダーの作成などを通じて篠山の魅力的な

景観を広く紹介して市民の皆さんの景観に対する意識の高揚を図るとともに、市内

の町並み景観の保全や自主的な景観づくりの取り組みを支援するため、景観アドバ

イザーの派遣などを行います。  

地域の個性ある景観づくりの核となる景観重要建造物については、これまでの大

正ロマン館などの６建造物に加えて新たな建造物を２カ所程度指定するとともに、

景観計画の歴史地区に指定している城下町地区、上立杭地区及び福住地区について

は、町並みの魅力を更に高めるため建物の外観修景に関する工事費の助成を行いま

す。    

丹波篠山に点在する多くの魅力資源を自然、歴史、風物詩などのテーマごとに結

ぶ「丹波篠山ロマン街道」については、秋に「紅葉
こうよう

街道」、「源義経の道」、「祭

礼の道」を発行します。また、ＮＨＫ大河ドラマ「麒麟がくる」にあわせて「戦国

乱世の道」を発行して、市内に点在する古城などを紹介します。そして来春には「さ

くら街道」、「町並み風景街道」、「生きもの編」を発行して、丹波篠山の魅力の

再発見やふるさと意識の醸成、観光や交流に繋げるため、市内外に向けて広く紹介

していきます。 

「丹波篠山グランドデザイン」については、２０年後の姿を表現するものとして 

城下町地区や駅前周辺地域、里山や農村地域での生活風景などについて、イラスト
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や写真などと市の進める施策もあわせて紹介し、丹波篠山市のまちづくりがイメー

ジできる分かり易いものとします。 

また、インターチェンジ周辺における大型看板の設置など、景観に調和しない大

きさや色彩の広告物が見られることから、景観に配慮した広告物の設置を推進する

ため、町並みに適した大きさや色彩などとする基準や補助制度の見直しを行い、丹

波篠山の良好な景観の形成に取り組みます。 

（２）土地利用・都市計画・地区整備計画 

篠山城跡を中心とする城下町の町並み、旧街道の宿場町や丹波焼の里、緑豊かな

里山や田園風景は丹波篠山の魅力であり、私たちの大きな誇りです。この美しい景

観を保全、継承していくためには、将来の土地利用の方向性を明らかにし、総合的

な方針を定めてまちづくりを進めていくことが重要です。 

そのため、土地利用基本条例、土地利用基本計画及び都市計画マスタープランに

基づき、「農の都」にふさわしい都市づくりを進めるとともに、地区が主体となっ

た空間づくりを支援します。 

開発にあたっては、「農」を基盤とした田園環境と都市機能が融合した土地利用

を図るため、まちづくり条例を適正に運用して、地域の合意が得られる質の高い開

発を誘導するとともに、太陽光発電施設については、昨年１０月に策定した設置基

準を適切に運用して、景観だけではなく、集落環境の悪化や森林、農地のもつ多面

的機能・生態系へ影響をもたらすことがないように取り組みます。 

さらに、地域の独自性と創意工夫により地域主体となって策定される里づくり計

画について、すでに策定されていた野中地区や日置地区などと、策定を進めている

宇土地区、油井地区を加えた１０地区への運営支援のほか、宇土地区、油井地区の

計画を市の里づくり計画として認定を進め、地域の良好なまちづくりの実現に向け

て支援を行います。 

（３）自然環境、生物多様性（丹波篠山生きもの４８） 

丹波篠山市は、日本遺産のまちとして、自然の景観や環境が大きな魅力となって

おり、これを未来に受け継いでいかなければなりません。こうした「自然豊かな農

村のよさ、丹波篠山らしさがあってこそ、市民の“暮らしの誇り”につながり、住

み続けられ、未来に引き継がれていく」という基本的な考え方に立ち、これからは

丹波篠山市の環境を「守る」姿勢に加えて、環境を「活かす」戦略へと発展させて

いきます。 

令和元年度は、丹波篠山市における環境保全戦略の基本的な考え方やめざす環境
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の将来像、具体的な取り組み内容を示した「環境基本計画」が最終年となり、さら

に、平成２６年度に策定した「新エネルギー・省エネルギービジョン」が１０年計

画の５年目の中間年となることから、効果の検証と見直しを行います。見直しにあ

たっては、両計画の統合も視野に入れながら、丹波篠山市らしさを盛り込んだ新た

な計画を策定します。 

これまでは、自然や生きものを守るために水路整備指針などを定め、ふるさとの

川づくりや水路づくり、ふるさとの森づくりを進めてきました。こうして守られた

自然を丹波篠山市の魅力の源泉として「活かす」ために、全庁的な環境ブランディ

ング戦略・事業づくり、横断的な施策展開、対外的な情報発信などを担当する農都

環境政策官を配置しました。 

さらに、基本的な考え方に基づき水路整備指針を拡張・進化させつつ、生きもの

を「活かした」水路整備を進めます。また、丹波篠山市に暮らす市民だけでなく、

対外的にも魅力を発信する「丹波篠山ロマン街道 生きもの編」に引き続き取り組み

完成を目指します。 

（４）お堀のハスの花復活 

篠山城跡の南堀で進めていますハスの花の復活について、平成３０年度は、数多

くの葉をつけ、花芽も1つ膨らみましたが、開花には至りませんでした。 

令和元年度は、ハスや土壌の専門家によるこれまでの検証を踏まえて、生育しや

すい環境づくりを行い、南堀由来のハスの種レンコンを移植することにより、今年

こそお堀のハスの花復活に取り組みます。 

（５）歴史文化まちづくり 

篠山城跡は、文化庁の「地域計画等活用拠点形成事業（旧観光拠点形成重点支援

事業）」の優良モデル創出枠として、平成３０年度から南内堀の復元整備を実施し

ており、令和元年度末に完成します。また、同事業を活用し、三の丸南広場に公衆

トイレを新設し、二の丸大書院前トイレの改修を行います。さらに、篠山城のシン

ボルである高石垣についても落石や膨らみがあることから、文化庁の「歴史活き活

き！史跡等総合活用整備事業」を受け、平成３０年度に策定した「史跡篠山城整備

基本計画」に基づき、計画的な修復に取り組みます。  

八上城跡については、平成１８年度に策定した史跡八上城跡保存管理計画及び整

備基本構想に基づき、主郭部周辺の立木を伐採し、眺望の確保を行うなど国指定史

跡の整備を推進します。 

デカンショ館のオープンにより集客力を増している青山歴史村については、平成
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３０年度までに国交省の「景観まちづくり刷新支援事業」による長屋門と桂園舎の

修理を終え、令和元年度は、古文書館２棟と版木館の改修を行うとともに、施設の

外構改修を行います。  

城下町と福住の重要伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物等の保存修理に

ついては篠山城下町地区３件、福住地区３件、合計６件の保存修理を行い、令和２

年５月に予定されている第４２回全国伝統的建造物群保存地区協議会総会・研修会

の開催地としての準備を進めます。 

福住地区においては、文化庁の「文化財保存活用地域計画等を活用した観光拠点

づくり事業（旧観光拠点形成重点支援事業）」を受け平成３０年度から「西京街道

拠点形成事業」として住吉神社の重森三玲作の「住之江の庭」の再生に取り組んで

おり、令和元年度は前庭を修復し「住之江の庭」を完成させます。また、京都方面

からの外国人を含む観光客の誘致を目的としたモニターツアーを実施します。保存

地区内には新たに３基の案内看板を設置し、旧たき幼稚園の幼児用トイレについて

は、一般に使用できるよう改修します。 

これらの歴史文化を活かした事業をさらに推進するため、平成３０年に文化財保

護法が改正され、市町村が作成する文化財保存活用地域計画等が制度化されました。

令和元年度から２カ年をかけて文化財の保存と活用について具体的な計画を定め

る「丹波篠山市文化財保存活用地域計画」を策定します。また策定した計画は、国

の認定を受けることにより地方財政措置の拡充を受けられ、歴史文化を活かしたま

ちづくりを具体的に進めることができます。 

（６）太古の生きもの館 

太古の生きもの館では、新たに発見された化石等と合わせ日本最古のほ乳類化石 

  ササヤマミロス・カワイイ等の復元模型を展示しています。また、丹波地域恐竜化 

石フィールドミュージアム構想に基づき関係機関と連携しながら、宮田の脊椎動物  

化石重点保護区域の予備調査を行い、継続して石割体験や校外学習を推進するとと

もに市民ボランティアを養成します。 

（７）丹波篠山市史編纂  

市制２０年を迎え、丹波篠山市史発刊の取り組みを始動します。神戸大学の監修

・教員派遣を得ながら、丹波篠山に息づく豊かな歴史、文化、自然を未来に伝え、

市民の皆さんが地域に対する理解と愛着を深め、誇りを育むため、市史編纂に取り

組みます。 
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８ 農都創造 

  丹波篠山市の産業の基盤である農業をしっかりと守り育て、平成２９年３月策定の  

篠山市農都創造計画に基づいた取り組みを推進します。 

（１）ステップアップ集落営農と担い手づくり 

丹波篠山市の農業や農地、そして、農村集落が未来にわたり維持、発展していく

よう担い手の育成に努めます。 

集落営農の重要性については、常に県知事に対し提案を行っていますが、平成３

０年１２月２１日に開催された「丹波地域づくり懇話会」でも、「国県の支援が大

規模な農業者に集中しているが、特産物の維持拡大や農村集落そのものを維持する

には、地域に貢献する集落営農組織への支援や育成が重要である」と再度提案しま

した。 

今回知事からは、「法人化や規模拡大とともに、地域のつながりの維持、村づく

りという観点から、農業・集落営農を考える必要がある。新たな施策を提示したい」

という返答をいただき、既に県担当部課に施策の展開を指示されています。 

丹波篠山市では、これからも「集落の農業、農地は集落で守る」を一番のあるべ

き姿と考え、集落営農組織の法人化など集落営農組織が地域の持続的な担い手とな

るよう経営や組織の充実を支援します。また、一方で集落の多様な担い手が役割を

分担しながら、地域を守り発展させ、美しい農村づくり、地域農業の維持・活性化、

特産物の振興を図る地域貢献型の集落営農組織の育成も進めていきます。とくに、

集落の農業者や集落営農組織が大規模農業者らと互いに連携した農地保全活動な

どを進められるよう、まちづくり地区単位の話し合いやルール作り、体制づくりを

支援します。 

農業の担い手や将来の農地利用のあり方など集落農業の設計図となる「人・農地

プラン」は、これまで５０地区５２集落において策定されており、現在、６０を超

える集落で検討が進められています。令和元年からは、県、市、ＪＡ、農業委員会

が連携し、集落の担い手、農地、特産物の将来についての検討が進むよう支援しま

す。 

集落営農組織への農業機械導入に対する支援では、平成２７年度に設けた集落営

農推進基金を活用したコンバインやトラクターなど機械導入への支援に加え、令和

元年度からは、中古の機械購入に対しても新たに助成します。機械を導入する場合

は２０％を助成し、人・農地プランを策定した集落営農組織にはさらに１５％を加
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算し、助成上限額は新品で２１０万円、中古品は１００万円を助成することで、集

落営農の活動が更に進むよう支援します。 

また、平成２９年度から始めた、女性農業者を対象としてトラクターなど農業機

械の操作講習を行う「いきいき農村女性オペレーター講習」は、募集定員を上回る

人気がありました。令和元年度は、トラクターを運転する時間を拡大するなど、受

講内容を拡充し、さらに女性が活躍できるよう取り組みます。 

新規就農者支援については、丹波篠山は京阪神の消費地に近く、多くの特産物や

恵まれた自然環境があり、丹波篠山で農業を始めたいと希望される新規就農相談も

あることから、国の農業次世代人材投資事業の活用や、住宅家賃助成のほか、農業

機械や施設の導入に対し５０万円を上限に５０％を助成し、農業を始めやすいよう

支援します。 

認定農業者は、丹波篠山の農業を担うリーダーとして活躍していただいており、

令和元年度は、認定農業者の認定基準などを示す「農業経営基盤強化の促進に関す

る基本構想」を見直し、多くの農業者が経営改善目標を持った認定農業者となって

いただけるよう取り組みます。 

（２）環境創造型農業・丹波篠山米ブランドづくり 

丹波篠山の農産物の美味しさや品質の高さに加え、自然環境に配慮した農業の取

り組みを推進し、さらなる丹波篠山ブランドの向上に取り組みます。 

丹波篠山市における水稲栽培こよみの化学肥料や農薬の使用水準は、通常の栽培

方法で兵庫県が示す地域慣行レベルから約４割減、省力型栽培の場合では５割以下

の水準となっており、平成３１年１月の調査では、水稲栽培農家の約７０％が省力

型栽培をされていることが判りました。これを生かし、①減農薬・減化学肥料の取

り組み ②中干しの時期の延期など自然環境へ配慮する取り組み③生きものの生息

調査の３点に取り組んでいただく「丹波篠山いきもの４８米」栽培モニターを募集

し、市内約５０カ所の水田において取り組みます。この取り組みを通じて、市全体

で環境に配慮した農業への理解を高め、美味しくて安心安全なお米として、丹波篠

山米のブランドをさらに高めます。 

   丹波篠山産のコシヒカリは味の良さから市場では高い評価を受けています。平成

２９年度に行った「丹波篠山コシヒカリ宣言」により、美味しい、環境にも良い、

健康で美しくなる丹波篠山のお米をアピールするため、令和元年度はＪＡ丹波ささ

やまと連携して、ＪＡ出荷用米袋のデザインを刷新し、丹波篠山コシヒカリのＰＲ

を進めます。 
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山の芋栽培では、平成２６年度から除草作業や除草剤を低減するため、防草シー

ト（アグリシート）に対する助成を始めており、平成２９年度からは、黒大豆と山

の芋の害虫防除の回数を減らすため、フェロモントラップ剤の購入を助成し、特産

物の減農薬に取り組んでいます。こうした取り組みを続けていくことで、ふるさと

丹波篠山の自然環境を未来にわたり守り育て引き継いでいきます。 

これらの取り組みにより、季節を感じさせるホタルや赤とんぼが飛び交い、自然

と調和する田や水路などの田園風景の中で、農薬や化学肥料に多くを依存しない農

法で米や特産物の生産を進め、丹波篠山の魅力をさらに高める「環境創造型農業・

農村」をめざすことで、住み続けたい、住んでみたい丹波篠山づくりを進めます。 

丹波篠山市の基幹産業である農業を支える農地や水路を整備していくことは重

要な施策です。農家所得・生産性・農作業の安全性の向上を目指すだけでなく、自

然景観や生物多様性に配慮し、より魅力的な農村づくりを進めてきました。平成３

０年度までに、環境に配慮した川づくり・水路づくりを行った場所は、曽地口地区

の木製水路をはじめ４４カ所を越え、丹波篠山市が誇れる場所となってきました。 

令和元年度は、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

業における水路や農道の整備方針は堅持しつつ、環境に配慮した川づくり・水路づ

くりを行った場所を市民にもっと利活用してもらえるように、事例集などとして積

極的に情報発信・ＰＲしていきます。また、移住・定住希望者や観光客らに対して

も積極的にＰＲしていくことで、生きものと共生できる魅力ある農村として確立す

ることを目指します。 

（３）丹波篠山の特産物 

日本の米政策については、平成３０年産から見直しが行われ、行政による米の生

産数量目標の配分が廃止され、自主的な需給調整に変わりました。 

丹波篠山市では、農業者の皆さんに黒大豆や山の芋などの特産物の生産維持をお

願いし、今後も、質の高い丹波篠山の特産物を、引き続き生産していただくための

支援に取り組みます。 

   土づくりについては、養分や水分をバランスよく供給できるよう地力を高めるた

め、集落などで実施される堆肥の散布委託費や腐植酸資材の一括購入費の一部を助

成する制度を新たに創設します。堆肥散布費はダンプ１台１，０００円の助成、腐

植酸資材は購入費の２０％を上限に支援し、健康な土づくりの取り組みを推進しま

す。 

他産地と比較して、黒豆や山の芋など有利な特産物がありますが、年間を通じた 
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農産物栽培に取り組めるよう、新たにビニールハウスを導入する際に、購入費の２ 

５パーセント以内１０万円を上限に支援し農業所得の向上を図ります。 

   黒大豆については、品質向上や省力化を進めるため、集落営農組織への新たな支

援策として、溝堀機、畝立て機、移植機の導入を支援します。さらに、１ヘクター

ル以上栽培する個人農家を助成対象者に加え、黒豆栽培の省力化や安定生産してい

ただくための支援に取り組みます。 

   山の芋については、「一家に一畝山の芋運動」を展開しており、新規栽培者に１

アールあたり１万５，０００円を交付していることから新規栽培者は年々増えてい

ます。今後も、山の芋生産農家が新規栽培者に技術指導できる体制を整えるととも

に、種芋や畝間の防草シートの購入助成や、畝の上に設置するシルバーマルチの購

入助成を実施するなど、山の芋の栽培面積の維持拡大に向けて取り組みます。また、

３０年度に引き続き、山の芋フェスタを開催し、山の芋を使用した郷土料理のＰＲ

と、市民が山の芋を食べる習慣の普及を図り、山の芋の消費と生産を盛り上げてい

きます。 

   栗については、平成２９年度に策定した丹波栗振興計画に基づき、大きくて美味

しい丹波栗ブランドに取り組みます。令和元年度は、将来の栗づくりの担い手育成

を進めるため、篠山産業高校や篠山東雲高校、丹波ささやま栗振興会、丹波農業改

良普及センターと連携し、学校栗園の整備を支援します。また、兵庫県と京都府合

同で行う丹波栗広域品評会が、丹波篠山市で開催されることから、引き続き上位入

賞に向けて品質の良い栗づくりを支援します。 

茶については、丹波篠山茶生産組合による生産性や品質の向上の取り組みに対す

る支援や、学校給食において、お茶を活用した献立を提供する「丹波篠山茶週間」

の実施など、お茶の生産振興や消費拡大を推進します。 

   スマート農業は、ロボット技術や情報通信技術(ＩＣＴ)を活用して、省力化・精

密化や高品質生産等を推進している新たな農業です。丹波篠山市では、令和元年度

に、黒大豆と山の芋の栽培において、ドローンを活用した病害虫検知技術の実証モ

デル事業を行い、必要な時期に必要な箇所への農薬散布や、病害虫による症状をＡ

Ｉに学習させる検知技術に取り組みます。また、山の芋栽培では、土壌水分センサ

ーで遠隔管理を行い、一定の土壌水分を保つ灌水技術により高品質化を図る取り組

みや、大規模水稲農業者では、水田の水位センサーを設置し、パソコンの地図上で

水位の状況を管理するシステムにより、生産コストの削減を実証する取り組みを行

います。 
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   特産物の普及ＰＲでは、丹波篠山ブランドを更に全国に普及啓発を図るため、特

産ブランド戦略の策定に取り組みます。 

   また、令和元年度は、丹波篠山の名称をより生かしていくために、商標などの知

的財産権の活用について検討します。 

（４）有害鳥獣対策 

シカ・イノシシから田畑を守る獣害柵の金網については、平成３０年度末で、総 

  延長約４００キロが完成しました。また、サル用電気柵は要望に対応し、総延長約 

  １１５キロの設置を完了しました。今後は、これら設置した獣害柵がその効果と機

能を発揮するよう指導助言に努めていきます。一方、サル用電気柵の効果が発揮さ

れる余り、サルがこの電気柵を避け、電気柵の無い農地へ出没するようになり、サ

ルによる新たな被害地が発生しています。そこで、今までサル用電気柵の設置を希

望されず、サルによる被害が新たに発生している農会等に対し、サル用電気柵の設

置希望調査を実施し、農地がサルの餌場とならぬようサル用電気柵の設置を進める

ため、設置負担を軽減します。また補修等が必要な場合はその費用の２分の１を助

成し、サルから農地を守ります。 

   金網柵も同様に一定の効果は出しているものの、シカ、イノシシが金網柵に穴を

開け、ここを出入り口として農地に出没しています。こういった弱点をいち早く発

見し、農会等に補修を促し被害軽減につなげるよう鳥獣被害対策実施隊調整員を配

置して、早期対応に当たります。更に被害報告に対しても、この調整員が現地踏査

を行い、鳥獣被害対策実施隊が適正な個体数管理を実施し、農作物の被害軽減に計

画的に取り組みます。 

   サルの追い払いに役立つモンキードッグの育成やロケット花火などの追い払い

資材の支給も継続し、集落ぐるみのサルの追い払いを支援します。 

一方、全国的には捕獲されるシカ、イノシシのジビエ活用は１割程度に留まって

おり、国はその倍の利用を目標としています。丹波篠山市は、全国に誇るボタン鍋

の本場です。市内で捕獲されたイノシシのほとんどは、ボタン鍋等の材料と活用さ

れ、またシカは年間を通じて約半数がジビエ活用されています。先人から受け継が

れてきたジビエの食文化も丹波篠山のブランドとして更に全国に発信します。 

（５）獣がいフォーラム 

平成３０年度に開催した「獣がいフォーラム～多様な担い手が未来を創る～」は、

大変好評で市内外から多くの参加者が来場されました。令和元年度も、とりわけ将

来の担い手となる高校生の参加により、獣害対策を新たな視点で考えるなど、とか
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くマイナスイメージとなる「被害」を「害」ととらえるのではなく、プラスに考え

前向きに行動することにより獣害対策と地域活性化の両立を達成する「丹波篠山モ

デル」の確立を目指してフォーラムを開催します。 

（６）農地の保全と農業基盤の継承 

農地は、私たちの命を支えるかけがえのない生産基盤であり、農村景観を形づく

ったり、多様な動植物を育み、また、防災の面からも大きな役割を担っています。 

したがって、計画的な土地利用を保ち、農業振興地域の農地３，４６６ヘクター

ルを後世に引き継ぎます。 

土地改良施設の整備では、県営土地改良事業で、宮ノ奥池（真南条中）、四十九

池（曽地中）、大谷池、フレ谷池（春日江）、奥新池（今田町下立杭）、水谷新池

（今田町上小野原）、大正池（曽地口）、大内池（草ノ上）、山谷池（県守）と八

反頭首工（日置）の改修や鍔市ダム水系、黒石ダム水系のパイプライン整備、泉地

区（泉）の用水路パイプライン化事業を継続するとともに、新たに浜谷池（東浜谷）、

倉谷池（不来坂）、八王地池（草野）の改修事業に着手します。 

また、ため池整備事業として、引き続き市内のため池１００カ所で点検調査しま

す。 

（７）ふるさとの森づくり 

篠山市ふるさとの森づくり条例を平成２７年４月に施行し、篠山市ふるさとの森

づくり構想に沿って、森林資源の活用を図りながら里山や木と日々の暮らしの関わ

りを見直そうと取り組んでいます。とりわけ、木育の推進を掲げ、森に目を向ける

人たち、森に入る人たちを育てるまちを目指しています。そこで、条例に定める５

月５日の「里山の日」に、篠山チルドレンズミュージアムなど林間施設で、里山の

価値を再発見するイベントを集中開催し、森林の価値や存在の理解を深めます。さ

らに自治会等が地元の里山を自らの手で、親しみのある里山に生まれ変わるよう、

昨年から助成内容を２倍に拡充した里山彩園事業を進めています。またチェンソー

講習など里山スクールを開催し、住民自らの森づくりを支援します。さらに伐採適

齢期に到達した人工林を皆伐しどんぐりなどの広葉樹林とする事業を昨年から内

容を１００㎡あたり２万円と拡充したところ、約１０ヘクタールの伐採をすること

ができました。実施された森林所有者から大変好評であり、今年度も継続して実施

します。 

子どもや保護者の方が森林で樹木の特徴を学ぶ「子ども樹木博士」を開催し、ま

た木の端材から木のおもちゃを作り出す木育業者を支援し、市民の森林への関心を
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高める取り組みを進めます。さらに篠山の木を使って、こんだ薬師温泉のペレット

ボイラーの燃料を作り出す「木の駅プロジェクト」を支援し、木質バイオマスによ

るエネルギーの地産地消を図ります。 

令和元年度から交付される森林環境譲与税を財源として、年間目標２５０ヘクタ

ールの人工林の間伐と広葉樹林化を進め、丹波篠山らしい山づくりを行います。 

（８）危険木を取り除く制度の拡充 

平成３０年度から従来からの里山彩園事業や広葉樹林化事業に大径木の伐採の

費用助成を拡充し、倒木被害の発生防止を図り、さらに倒木により市民生活に差し

迫った危害を及ぼすとなった場合は速やかに危険木を除去する制度を創設しまし

た。さらに令和元年度から、人家裏などに放置された森林が将来危険木にならぬよ

う林辺整備をこの危険木を取り除く制度に拡充し、里山の安全を図ります。 

（９）森林バイオマス、新エネルギー・省エネルギー 

「森林バイオマス活用推進計画」、「公共建築物等における木材の利用促進に関す

る基本方針」、「新エネルギー・省エネルギービジョン」に基づき、間伐や里山整

備によって生まれる丹波篠山産木材の利用促進や木質バイオマスによる有効利用

など、丹波篠山らしい森林資源やエネルギー資源の活用に取り組んできました。 

令和元年度も引き続き、木の駅事業で収集された木材は、木質ペレットに加工し、

家庭用ペレットストーブやこんだ薬師温泉ぬくもりの郷のペレットボイラーで活

用するなどエネルギーの地産地消を図ります。 

また、家庭用太陽光発電システムの設置など二酸化炭素排出抑制につながる機器

導入の支援を継続するとともに、家庭で手軽に取り組める地球温暖化対策として普

及に努めている山の芋によるグリーンカーテンについては、葉が大きく育つウイル

スフリー種の安定的な供給にむけ、篠山東雲高校に開発研究の協力を得ながら進め

ます。 

（10）丹波篠山農学校 

農林業に関わる知識や生産技術の伝承と、新たに携わろうとする人が技術を学ぶ

機会を提供し、担い手の確保を目指して、農業、林業の講座を体系的に整理し「丹

波篠山農学校」として実施しました。講座は、楽農スクール、山の芋スクール、里

山スクールのスクール講座をはじめ、いきいき農村女性オペレーター講習、子育て

ママさんの野菜講座、獣害対策や山の芋グリーンカーテンなど特定の課題を学ぶ単

発講座、県や関係団体の講座を進める推奨講座を開設しました。講座がきっかけで

丹波篠山市に就農した新規就農者もあり、農業に興味のある方を積極的に増やし、
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新規就農へのきっかけづくりの場としても充実を図ります。 

また、仕事の都合で参加型の講座を受講できない農林業者に対し、インターネッ

トを活用した通信型の講座について検討を進め、更に農業者の技術向上を図ります。 

（11）山すそなど耕作放棄地の活用策 

山すそなどの耕作放棄地については、できうる限り農地としての利用を促進する

ものとします。しかし、それが困難な時は、栗などの花木の植栽、非農家の方への

貸し付け、ビオトープ水田など自然環境風土への利用などを検討します。 

（12）竹林の環境整備 

平成３０年１月に切り出した竹をチップ化する竹粉砕機を導入し、自治会等の市

内の団体に無償で貸出し、多くの地域で活用されています。令和元年度は、新たに

１台を追加で導入するとともに、チップの有効活用やバイオマス資源化といった

「持続可能な貸出制度」の創出を検討します。 

 

９ 企業振興・誘致 

  平成２５年度に策定した篠山市企業振興と雇用拡大戦略に基づき、市内の企業を支

援し、さらに農工団地や空き工場などへの企業誘致に取り組みます。 

（１）地元就職の促進と人材確保           

丹波篠山市の経済を支える市内企業には世界に誇る技術や多くのシェアを持つ

優良企業がたくさんあります。しかし、昨今は超売り手市場で人出不足となってお

り、企業からは「人材の確保が最重要課題」と切実な声が挙がっています。 

そこで、平成３０年度は市内企業への就職の推進に関して、市内高校及びＰＴＡ、

市内企業、商工会、ハローワーク、県民局、自治会長会等の関係者により地元就職

応援検討委員会を設置し、積極的な地元就職の応援に関する取り組みを検討しまし

た。 

   この検討報告をもとに、これまで実施してきた丹波篠山幸せしごとフェア、教職

員向け企業見学会を高校や企業と連携を密にしながら進めていくほか、新たに企業

訪問の日を設けて高校生や保護者はもとより一般市民も企業見学できる機会を設

けます。 

また、新たに丹波篠山での就職・暮らしをイメージできる「丹波篠山で働くシア

ワセ」をホームページや広報で提案するほか、大学進学者やその他の求職者に対し

て、高校卒業時や成人式などの機会を活用し、ＳＮＳを利用した「丹波篠山市しご
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と情報」提供システムへの登録を積極的に呼びかけ、就職情報をきめ細やかに伝え、

Ｕ・Ｊ・Ｉターン就職を応援します。 

その他、新規学卒者就職奨励金の拡充などに取り組むほか、（仮）地元就職推進

委員会を設置し、地元就職に関する施策の検証、提言を受けて変化する雇用・就職

情勢に対応していきます。 

（２）市内企業の振興と企業誘致 

   市内企業の取組を支援するため、地域未来投資促進法、生産性向上特別措置法等、

国の制度を活用する丹波篠山市の基本計画を平成３０年度に策定しました。これら

の積極的な活用を図るため、商工会と共に制度周知に努め、市内企業の新規投資を

支援します。 

   また、丹波篠山市独自の取り組みとして、固定資産税相当分を支援する工場等施

設整備奨励金や、新たな市内在住者雇用の実績に応じて支給する雇用促進奨励金に

より引き続き支援します。展示会等出展事業補助金は、出展を通じた新規顧客の獲

得、販路拡大につながると評価いただいており、引き続き実施します。 

   企業誘致については、農工団地篠山中央地区への企業立地が実現し、農工団地の

開発が進む予定です。市が行う市道整備、上水道等の整備について、令和３年４月

の供用開始に向けて環境を整えます。残区画や犬飼・初田地区への企業誘致につい

ても積極的に取り組むほか、本社機能を有する特定業務施設の新設、増設に対して

地方拠点強化奨励金により支援します。 

また、平成３１年２月には八上内地内の工場跡地で合同会社ＭＪベジタブル１号

が操業を開始し、美味しい高品質な業務用野菜の生産が始まりました。今後も空き

工場等への誘致も積極的に進めます。 

（３）起業支援 

にぎわいの創造による地域活性化や定住促進、空き家・空き店舗などの利用促進

を目的として、平成２４年度から、市内で起業する方に対して、店舗の改装費や事

業に必要な設備などの開業資金を助成する「起業支援助成事業」を実施してきまし

た。平成３０年度からは、ＵＩＪターンによる起業や空き家・空き店舗などを活用

した起業に対して、それぞれ２０万円を上乗せして、最大１３０万円の助成を行う

制度に拡充いたしました。 

平成２４年度から平成３０年度までの７年間で４７件の支援を行っており、その

うち定住促進重点地区での起業が１１件、空き家・空き店舗などを活用した起業が

２７件となっています。平成３０年度は４件の支援となりましたが、そのうち定住
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促進地域で起業された農家民泊は、ＳＮＳなどの発信により休日などは予約で一杯

になることもあり、また、外国人観光客の利用も増えてきています。 

令和元年度は、商工会や神戸大学・篠山市農村イノベーションラボ、篠山暮らし

案内所などとの連携、情報交換を密にしながら、若者やＵＩＪターン者の起業や定

住促進重点地区でのさらなる起業を支援します。 

（４）商店街の振興・おもてなしリフォーム助成 

商店街については、観光客の増加に伴い、カフェやレストランなどがオープンし、

若い女性や外国人観光客の姿も多く見られるようになってきました。特に休日にな

ると、団体の観光客らが、丹波篠山ならではの季節の産品や土産物を求めて篠山城

跡から商店街へと向い、人であふれている光景を見ることも少なくありません。 

丹波篠山を訪れる観光客が、さらに立ち寄ってみたくなるような雰囲気づくり、

観光客をあたたかく迎え入れるような環境整備を進めるため、平成３０年度には

「おもてなしリフォーム助成」制度を創設し、お店の改装（通りに面したお店の玄

関部分の改装）を希望される方を対象に助成を行いました。令和元年度は、より効

果的なおもてなし環境を整えるため、城下町地区の商店街や丹波焼の里など、観光

客が多く訪れる地域内で開業している飲食店や小売店、観光業などに限定して支援

するよう制度を見直します。 

商店街の振興については、商工会が実施する商店街等のにぎわい創造事業や空き

店舗対策事業、経営品質向上事業などを引き続き支援するとともに、商工会が推奨

しているキャッシュレス化の普及・啓発にも努めていきます。 

（５）住宅リフォーム助成 

市内建築業者の受注機会を高め、市内産業の活性化と市民の生活環境の向上を図 

るため、市民が市内の建築業者を利用し、個人住宅のリフォームを行った場合、経

費の一部を助成しています。助成額は１件につき最大１０万円で、平成３０年度は

１２０件に助成しており、工事費（経済波及効果額）は合計で約１億２，０００万

円に達しています。 

この住宅リフォーム助成は平成２４年度から実施していますが、毎年度、募集枠 

（１２０件）を超える応募があり、市民に浸透した助成制度となっていますので、

令和元年度も引き続き実施します。 

（６）プレミアム付商品券事業  

消費税増税が、低所得者や子育て世帯の消費に与える影響を緩和するため、また、

地域における消費喚起を目的とし、国の施策としてプレミアム付商品券事業を実施
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します。平成２７年度にも、地域内の消費喚起を目的としたプレミアム付商品券事

業を全市民対象に実施しましたが、今回は、住民税非課税世帯の非課税者や３歳未

満の子どものいる世帯の世帯主を対象にプレミアム付商品券の発行を行います。対

象の方お一人につき商品券の額面２万５，０００円（販売額２万円）を購入限度額

としています。事業実施にあたりましては、商工会等関係団体の協力をいただきな

がら、進めます。 

なお、商品券の販売・使用は令和元年１０月の初めから令和２年２月末までを予 

定しています。 

 

１０ 観光振興 

（１）観光政策官と「観光ブランド戦略」の策定 

令和元年度、丹波篠山市誕生、市制２０周年を迎える節目の年に、観光振興を進

める上での指針となる「観光ブランド戦略」の策定を進めます。策定にあたっては、

単に観光部局だけではなく、企画部局や景観・まちづくり部局、産業振興部局、文

化財部局など関係する部局と連携・協力しながら進めます。丹波篠山市は、平成２

７年には「デカンショ節が息づくまち」として、また、平成２９年には日本六古窯

の一つ丹波焼が「日本遺産」に認定され、さらには、「ユネスコ創造都市ネットワ

ーク」への加盟や景観モデル都市に選定されるなど、全国に誇れる魅力を持ってい

ます。従って、「観光ブランド戦略」には、この地域の誇りを観光振興に結びつけ

るための具体的な施策を盛り込み、市民にも分かりやすい形で提示するとともに、

インバウンド対策や新たな観光資源の発掘と活用方策、体験型観光の推進方策、お

もてなしプランなどを盛り込んでいきたいと考えています。そして、観光施策を進

める上での具体的な目標、例えば、「日本遺産」構成文化財への入込者数や外国人

観光客数、宿泊者数、観光消費額などを設定し、目標達成に向けて取り組みます。 

また、「俺は丹波篠山だ」に代わる観光キャッチフレーズを考案します。 

（２）丹波篠山市誕生ＰＲ観光情報の発信 

   令和元年５月１日、改元と同時に丹波篠山市が誕生することを広く周知するため、

５月１日から３日までの３日間、１日２０万人の若者が行き来するといわれる東京

・渋谷スクランブル交差点の大型ビジョン（４台）を活用し、丹波篠山市誕生のＰ

Ｒ動画を放映しました。そのとき放映した動画や放映されているスクランブル交差

点の様子などは、ユーチューブにアップし、引き続きＰＲを行っていきます。 
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また、観光公式サイトについても、全面リニューアルを行うとともに、単に情報

を発信するだけではなく、サイトにアクセスしてきた方の趣向を常に検証、修正し、

魅力的な観光公式サイトに仕上げ、丹波篠山への誘客につなげていきます。 

さらに、若い女性層の購読者が大部分を占める雑誌による丹波篠山市紹介などの

ほか、年間を通じて、ショートムービーやインスタグラムなどＳＮＳを活用した情

報発信を行い、丹波篠山のブランド化につなげます。 

（３）インバウンド対策（丹波篠山まちのコンシェルジュ） 

  平成２９年９月から、市内在住の外国人や縁のある４人を「丹波篠山まちのコン

シェルジュ」に委嘱し、外国人目線での意見やアドバイスをいただきながら、イン

バウンド対策に反映させているところです。平成３０年度には、外国人観光客らが、

それぞれの場面で簡単な会話が交わせるよう、飲食店用、宿泊施設用、観光案内用

の「多言語指差しツール」を作成しました。外国人が訪れる観光施設の職員からは、

「とっさの対応に助かりました」という声もいただいています。今後も引き続き、

コンシェルジュミーティングを行いながら、外国人観光客の受入態勢を整えていく

とともに、令和元年度は、アジア系の外国人にコンシェルジュとして参加いただき

たいと考えています。 

観光庁が発表した平成３０年度の訪日外国人消費動向調査によりますと、外国人

旅行消費額のトップが中国の１兆５，４５０億円（構成比３４．２％）、次いで韓

国の５，８８１億円（同１３．０％）、台湾は５，８１７億円（同１２．９％）、

香港は３，３５８億円（同７．４％）、米国は２，８９３億円（同６．４％）、タ

イは１，４０７億円（同３．１％）と続き、アジア圏は全体の７割を超える結果と

なっています。これらの現状からも、アジア系の外国人のコンシェルジュに参加い

ただくことは重要であると考えています。 

そこで、令和元年度は、アメリカ、イギリス、フランス人に加え、アジア系外国

人のアドバイスをいただき、施設案内や料金案内、メニューの多言語化など飲食店

や宿泊施設、観光施設などの外国人受入態勢を整え、外国人にとって魅力あるまち

づくりを進めていきます。そして、多くの外国人に丹波篠山に興味を持っていただ

き、来ていただくような仕掛けづくりとして、ターゲットとする国の旅行事業者や

ブロガー、メディアのジャーナリストなどに現地を視察（ファムトリップ）しても

らい、丹波篠山市の観光資源や食を外国人目線でＰＲしていただくことにより、外

国人宿泊者数の増加と観光消費額の増加につながるような取り組みを積極的に行

っていきます。 
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さらに、外国人旅行者の個人型旅行の増加に伴い、質の高いガイドへのニーズが

高まっていることから、兵庫県内ではまだ導入例のない「地域通訳案内士」の認定

を目指します。認定を受け、研修を実施することにより、地域の歴史、地理、文化、

自然等の知識を習得し、高質なガイド養成を図るとともに、観光に携わる次世代の

若者を増加させ、おもてなしの態勢づくりを図ります。 

また、ＪＲ篠山口駅は、外国人観光客など個人旅行者が、丹波篠山市を訪れる玄

関口です。令和元年度は、駅から観光施設への多言語案内看板や交通機関への多言

語誘導看板の設置を行うほか、インバウンド対策の一つとして、外国語で観光案内

ができる地域通訳案内士の養成に向けた検討を進めます。 

（４）伝統産業の振興と「日本遺産」丹波焼の魅力発信 

 丹波焼は、全国にその名を誇る丹波篠山市を代表する伝統産業であり、平成２９

年には、「きっと恋する六古窯－日本生まれ日本育ちのやきもの産地－」というテ

ーマで「日本遺産に認定され、３年目を迎えています。令和２年度からは、６市町

と六古窯の産地組合等で構成する「六古窯日本遺産活用協議会」への文化庁補助金

がなくなることから、令和元年度は、協議会としての運営のあり方も視野に入れな

がら、取り組みを進めていきます。具体的には、これまで作成してきた２種類の六

古窯ＰＲ情報誌を英訳しホームページに掲載するほか、日本六古窯巡回展（令和元

年度は常滑市と瀬戸市。丹波篠山市は平成３０年度に実施）を実施します。 

また、市独自の取り組みとしては、市内のすべての子どもたちが丹波焼への理解

を深めるため、各小学校で行っている丹波焼陶芸体験教室への指導者派遣を支援す

るほか、平成３０年度に「六古窯日本遺産活用協議会」で作成した「日本六古窯ガ

イドブック」を活用して、人材不足が課題である窯元路地歩きボランティアガイド

の育成などを行います。 

   丹波焼の里の拠点施設である立杭陶の郷整備については、平成３０年度に引き続

き、旧テニスコートの公園化工事（第2期）を実施します。具体的には、インターロ

ッキングによる舗装や子どもたちなどが休憩・雨よけできる東屋風の小屋を設置す

るほか、植栽などにより遮られていたお祭り広場から登り窯までの動線については、

一部の植栽を伐採するなどして、入館者が散策などで有効に活用していただける小

径（こみち）に仕上げます。 

（５）福住伝建地区・西京街道でのおもてなし 

令和２年、伝統的建造物群保存地区全国大会の会場の一つとなる福住地域におい

て、全国各地からの参加者や観光客らを温かく受け入れるため、令和元年度は、お
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もてなし空間づくりを進めます。 

具体的には、（一社）まちの魅力づくり研究室・堀先生（元東大教授）のアドバ

イスや、福住地区まちづくり協議会や伝建協総会・研修会福住地区実行委員会など

地元の意見を聞き入れながら、多紀支所前庭園とその周辺を含めた一体をおもてな

し空間とするためのデザイン化を行っていきます。そして、福住街道においても、

観光客らがゆったりと宿場町や農村集落の町並みを楽しめるおもてなしベンチの

設置や、福住地域の観光資源である籾井城跡、住吉神社などの位置を示す観光案内

看板の設置を行います。 

（６）宿泊施設の振興と民泊事業 

   滞在時間を延ばし、ゆったりと観光していただくためには、宿泊施設が重要な要

素であることから、平成３０年度に「宿泊施設魅力アップ事業補助金」制度を創設

しました。 

市内の宿泊施設で、バリアフリー化も含めた増改築や備品購入をされる方を対象

に、増改築の場合は事業費の２分の１以内で２５０万円を上限に、備品購入の場合

は購入費の２分の１以内で１００万円を上限に支援を行ってきました。実績として

は、増改築に３件、備品購入に２件となっており、令和元年度は、１事業当たりの

最低事業費を「増改築・改修」は１００万円から５０万円に、「備品購入」は２０

万円から１０万円とし、より事業を活用していただきやすいように変更します。市

内どの宿泊施設に滞在しても、ゆっくりと丹波篠山の良さを感じながら過ごすこと

ができる環境づくりを進めます。 

また、民泊事業については、平成３０年６月１５日から「住宅宿泊事業法（民泊

新法）」が施行されていますが、兵庫県は規制が厳しいこともあり、現在（平成３

１年４月１６日現在）までで、１５件が承認されているだけです。そのうち１件は、

大芋地区での開業が承認されており、このように比較的宿泊施設の少ない農村地域

において民泊施設ができれば、地域活性化の起爆剤にもなりますので、既存の起業

支援助成制度を活用して、開業資金の一部助成します。 

（７）ホテルルートインの出店計画  

平成２９年の２月にホテルルートイングループの永山勝利会長から、「篠山を訪

れ、古い町並みや景観がまとまって残っていることに大変驚いた。他にはない、丹

波篠山に惚れた。日本の景観に合ったデザインで自然を大切にした庭や低層建築の

ホテルの出店を進めており、ぜひ丹波篠山の景観に調和するホテルを建設したい」

と丹波篠山市への出店の思いを伺いました。出店を希望されているのは、西日本Ｊ
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Ｒバス株式会社から市営駐車場として賃借をしていた東新町・南新町・小川町の土

地です。 

出店により、地元での雇用の創出やこれまで課題であった宿泊観光客の増加につ

ながることから、市としても出店の意向と支援の要望を受け、ルートイングループ

と市民との意見交換会の実施や旅館組合、地元自治会、ＪＲバスと協議を進めてき

ました。平成３０年度にルートイングループとＪＲバスとの土地の賃貸借について

覚書が交わされ、この５月１４日には市民説明会を開催し、現在、ホテル建設に向

けた開発事前協議の手続中です。 

今後、出店の開発等の許可申請手続きを進められ、順調に進めば、令和元年１０

月ごろ着工し、開業は令和２年の秋ごろの予定です。市の支援策としては、これま

で取り組んできた企業誘致にかかる優遇措置に加え、新たに水道料金に対する奨励

金を検討しており、平成３０年度から新たに始めた市内宿泊施設への魅力アップ補

助制度と合わせて宿泊観光客の増加を図ります。 

（８）丹波篠山観光ステーションの充実と駅レンタカー事業   

平成３０年１１月に、ＪＲ篠山口駅内の西側に「丹波篠山観光ステーション」が

オープンしました。現在、観光推進専門員１人とスタッフ３人を配置し、観光プロ

モーション事業のほか、インバウンド対応や駅レンタカー事業などを行っています。

外国語が堪能なスタッフが常駐し、外国人観光客への対応が可能であることから、

平成３１年１月には、ＪＮＴＯ（日本政府観光局）の外国人観光案内所に認定され、

ＪＮＴＯからの情報提供や認定外国人観光案内所専用サイトの活用などにより、外

国人観光客らに対して、よりきめ細かな対応に努めています。 

また、駅レンタカー事業については、当初、月の使用台数を２３台と想定してい

ましたが、平成３０年１１月から平成３１年３月までの月平均使用台数は約３４台

となっており、駅からの２次交通として好評を得ています。令和元年度も引き続き

利用促進に努めます。 

 

１１ 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・橋りょう・河川・法定外公共物  

道路、橋りょう、河川は、安全・安心を確保するために、予防的な保全を行うメ

ンテナンスサイクルの考え方を基本とし、「道路・舗装維持管理方針」、「橋梁長
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寿命化修繕計画」および「ささやまの川・水路づくり指針」に基づいて、長寿命化

とコスト縮減を図り、効率的かつ効果的な維持管理と計画的な修繕に努めます。 

道路については、安全・安心な道路ネットワークの維持管理と計画的な修繕に加

え、日常の道路点検による修繕箇所の把握や自治会からの連絡に基づいて、緊急性

と必要性を考慮しながら年次計画で取り組みます。特に舗装の新設や道路改良に関

する要望は、採択要件と評価基準に照らし合わせて事業実施の必要性を判断し、市

道川原安口西線（安口西地内）、市道中央地区農工団地線（池上・北地内）の２路

線の改良工事に取り組みます。 

国庫補助道路整備事業については、通学路の安全対策として、これまでからＰＴ

Ａ等からの要望に対して、県、学校、警察、市で構成する「通学路交通安全推進プ

ロジェクト会議」において安全対策を検討し順次整備を行っており、要望のあった

市道小野原今田線のカラー舗装を実施して、安全確保や環境整備に努めます。 

また、平成２９年度より取り組んでいます市道牛ヶ瀬犬飼線の擁壁修繕工事を取

り組みます。 

集落内及び集落間を結ぶ市道でも、実質的には農道として利用されている場合に

は、通り抜け車輌による交通事故を防止し、農耕者や通学者、歩行者の安全を図る

ため、注意喚起看板や交差点部のカラー舗装、段差舗装などを整備して、通過交通

の抑止を図る「集落くらしの道」モデル事業を自治会の理解を得ながら市道本荘南

線（東本荘～西本荘）において取り組みます。 

橋りょうについては、道路法の改正にともなう５年に１度の調査点検業務を年次

計画で進めるとともに、平成２７年度から平成３０年度に行った市道橋８１６橋の

点検結果に基づき、平成２３年度に策定した「橋梁長寿命化修繕計画」の見直し業

務を行うとともに、上河原橋（小田中）・村雲橋（向井）の橋りょう修繕工事を行

って安全確保に努めます。 

また、平成３０年７月豪雨と８月に襲来した台風２０号よって被災した、道路、

河川等の災害（公共土木施設災害[国庫補助]工事・道路１０件、河川２２件）の早

期復旧に努めるとともに、平成２９年１０月に襲来した台風２１号により国指定重

要文化財妙見堂（藤坂）参道が崩壊しており、普通河川藤坂川の復旧と併せて早期

復旧を行います。 

河川や国県市道の草刈りについては、河川愛護や環境保全の観点から、地元自治

会に一翼を担っていただいています。これからも市と協働して魅力あるまちづくり

を進めていただくため、引き続き取り組みの支援を行います。 
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（２）ふるさとの川づくり  

河川については、「ささやまの川・水路づくり指針」や「生物多様性ささやま戦 

略」に基づき、「ふるさとの川再生事業」として生態系や自然環境に配慮した川づ

くりを進めています。平成２７年度に日置地区でモデル事業としてコンクリート三

面張りの水路を生物多様性・多自然型護岸に改修しました。平成２９年度は小倉川

で遡上しやすくするために落差解消の改修を行いました。平成３０年度に、魚類な

どの遡上を阻害していると考えられる落差工や井堰について生き物調査を行って

おり、令和元年度は一級河川畑川において、魚道の設置や生息地の確保のための整

備を丹波土木事務所の新規事業「源流の里親水環境整備事業」の階段工や観察施設

などと併せて整備を行います。 

今後は、市内１９地区のまちづくり協議会単位で地域の象徴となる河川において、 

それぞれの特色を生かしたふるさとの川づくりを進めます。 

地元要望などによる部分改修は、これまでのコンクリート構造物を多用してきた

河川や水路整備を控えて、丹波篠山の美しい自然や生き物にやさしい川・水路づく

りを市民の理解を得ながら進めます。 

法定外公共物の里道・水路の維持管理については、平成２７年度に創設した補助 

制度「ふるさとの水路整備事業補助金」の活用を市広報やホームページなどで紹介

し、整備に対する自治会への周知や支援を行います。 

（３）公衆トイレ、公園整備 

   市民や観光客が、快適に滞在し観光や交流をしていただくために、市内の公衆ト

イレを整備します。篠山城跡では、文化庁の補助金を活用して、三の丸南広場に公

衆トイレを新設し、二の丸大書院前トイレの改修を行います。また、大正ロマン館

の公衆トイレも令和元年度完成予定です。陶の郷公衆トイレは、令和２年度以降順

次整備予定です。 

   市民や観光客、外国人の方にも市内公衆トイレへ分かりやすく案内・誘導するた

め、平成２９年度に篠山城跡周辺とＪＲ篠山口駅周辺において統一した表示看板の

デザインに一新しました。丹波篠山市の玄関口であるＪＲ篠山口駅のトイレは、平

成２８年度に駅構内トイレをＪＲ西日本が改修されており、東口・西口公衆トイレ

は、利用者の意見を聞きながら、便器の洋式化やきれいで利用しやすいトイレにな

るように改修に向けて検討を行います。 

今後も、老朽化や利用者のニーズによって機器の取り替え等が必要な場合には、

便器の洋式化を図るなど、誰もが使いやすい公衆トイレとなるよう整備します。 
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シャクナゲ公園は、毎年４月に開催される「シャクナゲまつり」第２会場となっ

ており、樹木の剪定や園路整備をはじめ、四季折々の花や樹木の植栽を平成２９年

度から継続して進めおり、令和元年度で完成の予定です。自然公園をはじめ市内の

公園施設については、定期的に清掃を行い、市民が気軽に訪れる公園になるよう環

境整備に努めます。 

（４）ＪＲ篠山口駅整備  

ＪＲ篠山口駅自由通路橋については、複線電化と併せて平成９年に供用開始をし、

昨年の実績では一日あたり平均鉄道利用者が約３，５００人あります。 

供用開始時から東口・西口に各１基のエレベータを設置しており、運用開始後約

２０年が経過していることから、経年劣化による故障や交換部品の供給確保及び機

器異常の発生をなくすため、また、利用者の安心・安全のために改修工事を実施し

ます。平成３０年度は、自由通路橋の橋脚の補修工事をしました。 

（５）公共交通 

路線バス、コミュニティバスや乗り合いタクシー、また、公共交通の空白地域や

空白時間帯を地区の実情にあわせて地区住民組織が中心となって行う市町村有償

運送を導入した公共交通網の再編をして２年目の運行になります。あわせて、路線

バスやコミバスなどを補うため、タクシーを利用した際の運賃の一部を助成する高

齢者等タクシー料金助成事業を引き続き実施します。 

 ３路線で毎日運行に再編したコミュニティバスの利用者は年間５，２２３人、大

芋、後川、西紀中、西紀北で実施している市町村有償運送の利用者合計は年間２，

２１８人、タクシー料金助成の申請者は４２１人となっています。 

 このうちコミバスでは「毎日運行になって曜日を気にせず乗りやすくなった」と

いう声がありますが、細工所と市役所を結ぶＢルートでは大芋地区の市町村有償運

送への移行や村雲地区内のルート短縮により利用者が減少しています。また、市町

村有償運送では、それぞれの地区で法令順守、安全第一を基本に工夫を凝らしなが

ら運行いただいており、「きめ細やかな対応で乗りやすい」「気兼ねなく乗れるよ

うになった」「車内がサロンのようで利用者と運転手のつながりが良い」などの評

価を得ていますが、目的の店舗や医療機関に直接行きたいという要望もあります。 

 バスやタクシーは自家用車で移動できない市民にとっては日常生活で欠かすこ

とができない公共交通です。来年度以降の本格運行に向けて検証し、利用者や運行

者の声も参考に、今後も改善を図っていきます。 
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（６）上水道 

水道施設統合事業については、畑井浄水場区域を県水区域に編入するため、平成

３０年度に実施詳細設計を行い、令和元年度に日置加圧所（仮称）の新設工事を行

います。 

 配水管更新工事については、安定的に水道水を供給するため順次計画的に更新を

進めており、令和元年度は住山地区２箇所及び味間新地区において、老朽化した配

水管の延長１，１３０ｍを更新します。 

老朽化した施設の統廃合と、県水を有効活用することにより建設費及び維持管理  

  費を削減するとともに、引き続き計画的な老朽管の更新及び配水流量の監視による

有収率の向上や、上水道料金未収金の縮減に取り組み、財政の健全化に努め現行の

料金体制を維持します。 

（７）下水道 

下水道処理施設の長寿命化事業について、令和元年度～令和２年度の２か年計画 

で、住吉浄化センターの長寿命化工事を実施します。また、「ストックマネジメン

ト計画」では、平成３０年度に処理施設の計画策定が完了し、令和元年度には管路

施設の計画を策定します。 

   乾燥汚泥肥料「あさぎり乾肥」については、平成２９年度から竹チップを混合し

た肥料を製造・配布しており、令和元年度も引き続き希望者に配布を行います。 

   マンホールカードについては、平成２９年８月から配布を開始し、平成３１年３ 

  月末で約２，１００枚を配布しました。令和元年５月から新たに「丹波篠山市」に

改名したマンホールカードを引き続き配布します。 

   下水道事業では、平成３１年４月から地方公営企業法を適用し、経営状況や資産 

  の保有状況を示し透明性を発揮するとともに財政の健全化に努めます。 

（８）糯ヶ坪地区の浸水対策 

   糯ヶ坪地区雨水浸水対策については、平成２８年度から公共下水道雨水浸水対策

事業として、京口排水ポンプ施設整備工事に取り組み、平成３０年６月に完成しま

した。既に、平成３０年度の７月豪雨や台風などの災害で稼働し、大きな効果をあ

げています。今後の施設の適正な管理を行い市民の安全対策に取り組みます。 

（９）市営住宅  

市内の２７団地、５０６戸の市営住宅は、仕事に困られている方や高齢者世帯な

どが安心して暮らせる住まいの提供や、若い世帯の定住促進などに大きな役割を果

たしています。本年度は、丹波篠山市営住宅長寿命化計画にもとづき、小多田改良
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住宅の外壁等改修工事を実施して、建物の長寿命化と入居者が生活しやすい環境を

整えます。 

また、耐用年数の経過や老朽化によって用途廃止を予定している住宅については、

退去済みの住宅を取壊して、跡地の有効活用が図れるように取り組んでいます。令

和元年度は南新町住宅について、移転が完了した東側区画の２棟４戸の取り壊しを

行ない、地域の活性化に繋がる跡地の有効活用が図れるように取り組みます。 

（10）市営駐車場 

丹波篠山を訪れる観光客の増加によって駐車場の需要も高まっています。城跡周

辺市営駐車場１０カ所の指定管理により、適正な管理運営を行います。 

令和元年度は、城跡周辺駐車場のうち、裁判所北駐車場の駐車枠区画線再設置工事

を実施します。 

（11）住宅耐震化の促進と危険ブロック塀の撤去 

   丹波篠山市では簡易耐震診断として、大地震に備えて耐震性が低いと言われる昭

和５６年５月以前に建築された住宅について、耐震性の調査、診断を行なっており、

特に戸建木造住宅は診断費用を市が負担して市民の方は無料で実施しています。 

本年度も引き続き診断の受診について啓発活動に取り組むとともに、耐震診断の結

果、耐震性が低い住宅を地震に強い住宅に改修するための耐震改修計画策定費や耐

震改修工事費に対する助成を実施して、市民の皆さんの安全・安心な暮らしの実現

を図ります。 

また、大阪府北部地震ではブロック塀の倒壊により大きな被害が発生しました。

このことを受け、市では平成３０年１２月に、道路に面した個人住宅に附属する危

険ブロック塀の撤去を促進するための助成制度を創設しました。平成３０年度は６

件の助成を行い市民の安全を確保しています、令和元年度もこの助成を継続して危

険ブロック塀の撤去を促進し、市民の安全な通行の確保を行ないます。 

（12）放置空き家対策  

全国的に問題になっている空き家対策については、丹波篠山市においても大きな

課題です。丹波篠山市では、地域が直面している課題の解決に向け、専門的な見地

から協議を重ね、空き家等の有効活用と適正管理に向けた丹波篠山市空き家等対策

計画を平成２９年４月に策定しました。 

空き家等予備軍の発掘や、空き家バンクの充実や寄付受納制度の創設など、有効

活用に向けた施策を推進するとともに、地域からの通報や情報提供により確認され

た危険老朽空き家については、現況確認を行い危険老朽空き家の適正管理に向けた
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助言・指導、勧告、命令などの措置を行います。 

さらに、跡地を公益的な目的に活用する場合や所有者不明かつ著しく公益を害し

ている空き家については、平成３０年度までに４件、市が直接除却工事を実施して

おり、引き続き生活環境や景観の保全、安全で安心な市民生活の確保を図ります。 

倒壊などの危険の恐れのある老朽危険空き家の除却については、平成２９年度 

  に略式代執行２件（後川新田、福住）の実施と跡地活用１件(川原)を実施、平成３

０年度は行政代執行１件（池上）を実施しました。 

また、不動産、法務、建築の専門家やまちづくりＮＰＯ等と連携・協働して、空

き家等に関する相談や活用方法の検討を行うとともに、市民、地域団体、県、警察、

その他関係機関と連携・協働して、総合的・効果的な対策を進めます。 

（13）地籍調査事業  

地籍とは、土地登記簿上の一区画いわゆる一筆毎の土地について、所有者や地番、

地目などの情報であり、地籍調査は、その一筆ごとの土地についての情報調査と土

地の境界と面積を測量するものです。これにより調査結果が法務局の登記簿に反映

され、土地の取引の円滑化や境界などのトラブルの防止につながるとともに災害復

旧や公共事業の際の手続きが進みやすくなります。全国の地籍調査の進捗率は５２

％、兵庫県では２６％ですが、篠山市では５％と進んでいませんでした。このため、

山林と暮らしの結びつきが大きく薄れ、所有者の高齢化など境界の情報もなくなり

つつあることを踏まえ、山林の地籍調査の実施に向けて、県や森林組合と協議を進

め、事前に森林境界明確化事業に取り組んだ高倉地区で再開しました。令和元年度

は現地立ち会いなど本格的に取り組み、事業規模に対する職員等の業務量や経費の

確認も含めて山の地籍調査を進めます。こういった山の境界を確認する作業を通じ

て、間伐など森林整備を進め、丹波篠山らしい山づくりを行います。 

（14）社会体育施設の改修工事と備品整備            

今田グラウンドは水はけが悪くなり使用に支障を来すとともに、バックネットな

ど施設老朽化による危険な状況を解消するため、平成３０年度には測量と設計業務

を委託にて行いました。令和元年度は、スポーツ振興くじ助成金を活用し、グラウ

ンドの改良やバックネットなどの整備工事を行います。 

また、老朽化が進んでいるＢ＆Ｇ海洋センター体育館については、公益財団法人

ブルーシー・アンド・グリーンランド財団の修繕助成を活用して、外壁や内装の修

繕工事を行います。 

より多くの利用者に安全で快適にご利用いただける社会体育施設となるよう、工



- 44 - 

事を進めていきます。 

さらに、市民の健康増進に寄与することを目的に、丹波篠山総合スポーツセンタ

ーの老朽化したトレーニングマシンを更新するとともに、利用者の増加に対応する

ため、トレーニング室の拡張を検討します。 

 

１２ 住みよいところは丹波篠山市づくり 

  医療や福祉の充実に努めるなど、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、救急医療、看護師・理学療法士等人材対策 

   平成３０年６月に学校法人兵庫医科大学と７年間の基本協定を締結しました。基  

本協定では、引き続き、丹波篠山市における地域医療の中核を担う病院として、市  

民が信頼し安心して医療が受けられる病院であるとともに、小児科・産科の診療科  

目についても存続と充実、さらに新たな運営方針として、在宅医療や医療と介護の  

連携への取り組み、市民に対する健康や介護予防に対する事業の実施などについて 

定めています。運営補助金については、医師確保をはじめ、地域医療並びに在宅医 

療充実のため特別交付税を財源に、９,０００万円から１億２,６００万円に増額し 

ています。 

   また、本年度も兵庫医科大学ささやま医療センター、岡本病院、にしき記念病院  

における病院間、そして、医師会と連携し、安心安全な医療に取り組みます。重要 

な課題の一つである救急医療の体制整備については、７５歳以上の高齢者の増加に 

伴い、平成３０年の救急搬送人員は、平成２９年の２，０９１人を上回る２，２３ 

７人となりました。そのうち市内医療機関への搬送率は、６３．８％、搬送人員は 

１，３６３人となりました。引き続き、丹波地域の病院群と連携を図り、迅速な救 

急受け入れ態勢の充実に向けて取り組みます。 

   次に、看護人材の不足を解消するための取り組みとして、平成２５年度から、看  

護師等修学資金貸与制度を設け、現在まで２４人の学生に利用いただき、うち卒業  

された１３人は、篠山市内の病院に就職されています。また、高齢者が増加し、リ 

ハビリを必要とする人が増えている現状を踏まえ、平成３０年度から貸付制度の対  

象を理学療法士（PT）、作業療法士（OT）、言語聴覚士（ST）の３職種についても 

拡大しました。令和元年度も引き続き対象とし、人材の確保に向けて取り組みます。 

   また、平成２７年度から実施している市内の医療機関の産婦人科を守り、安心し 

て市内で出産できるよう、市内の医療機関の産婦人科を利用しての出産に５万円を 
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助成する地域産科医療機関助成事業を引き続き実施します。 

（２）国民健康保険および介護保険の健全運営  

   国民健康保険では、被保険者の健康増進を図るため「第２期データヘルス計画」

及び「第３期特定健診等実施計画」に基づき、生活習慣病の発症予防や糖尿病の重

症化予防のため、「健康診査異常値放置者受診勧奨事業」や「糖尿病性腎症重症化

予防事業」などの保健事業に取り組んでいます。 

糖尿病性腎症重症化予防とは、糖尿病により腎臓の機能が低下することで透析に

至ってしまう状態を予防することで、介護予防、認知症予防、医療費削減の観点か

らも非常に大切な事業です。この事業は、強力に全国で展開することとされており、

昨年度より、腎症期にある方への保健指導や、治療をしていない方への受診勧奨を

実施するとともに、糖尿病性腎症予防のための担当者会や市内の医師や歯科医師等

への専門職研修を開催しました。 

今年度は、さらに一歩進んだ「糖尿病等重症化対策」として、担当者会を強化し、

リスク該当者を対象とした健康セミナーや、介護職を含めた職種別研修会を開催し

ます。 

また、特定健診の受診率向上を目指し、令和元年度は新たに、特定健診受診率の

低い４０歳代から６０歳代の年齢層のうち、４０歳・５０歳・６０歳（令和２年３

月末時点）で特定健診を受診された被保険者に対し、インセンティブ制度を導入し、

特定健診の受診率向上を図ります。具体的には、特定健診をきっかけとして、受診

後の健康増進に役立てていただくために、体重計・電動歯ブラシなどの健康グッズ

を贈呈します。 

また、レセプト点検、保険税の納付向上に向けた口座振替の利用促進などに引き

続き取り組み、国民健康保険運営の安定に取り組みます。 

   介護保険については、平成３０年度から、第７期介護保険事業計画(平成３０年度

～令和２年度)に基づく取り組みが始まっています。 

   高齢化の進展とともに、要介護認定者や介護給付費が、年々増加してきています。  

介護保険制度の維持、介護保険財政の健全化と、今後ますます増加する介護サービ  

スの需要に対応することや高齢者の自立支援・介護の重度化を防止し、高齢者の日 

常生活を介護保険サービスだけでなく、本人や家族地域住民、医療や介護の専門職 

が「我が事・丸ごと」として捉え、みんなで支え合う仕組み（＝地域包括ケアシス 

テム)づくりを推進しています。 

   令和元年度は、医療的ケアの必要な方や要介護度が高くなった方が最期まで在宅
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生活を続けられるように、看護小規模多機能型居宅介護１ヶ所を整備します。 

   また不足する介護人材の育成や資質向上のため、資格取得やスキルアップ支援、

外国人介護職の定着に向けた取り組みを始めていきます。 

   さらに、サービスの適切な提供を担う介護支援専門員に対し、介護計画（ケアプ  

ラン）作成等の研修や相談体制を充実させるとともに、リハビリ職によるケアプラ  

ン点検を引き続き実施し、介護給付費等の適正化に取り組み、介護保険の安定した 

運営につなげます。 

（３）健康づくり  

   丹波篠山市では、「胃がんゼロのまち」を目指して、全国に先がけ中学生のピロ

リ菌検診を、また、集団健診においても、２０歳からの胃がんリスク検診を導入し

てきました。 

令和元年度は、その対策をさらに進める目的で、胃がん死亡率の減少効果があり、

対策型のがん検診として認められた胃内視鏡検診（胃カメラ）の導入に向けて、篠

山市医師会、兵庫医科大学と検討会議を開催します。 

中学生ピロリ菌検診の調査事業報告と合わせ、「胃がんゼロのまち」をテーマと

した健康セミナーを開催します。中学１年生全員を対象にした「中学生ピロリ菌検

診」および、精密検査で陽性となった生徒に対する除菌治療の費用助成も引き続き

実施します。なお、平成３０年度のピロリ菌検診受診率は９４．０％でした。 

乳がん予防については、今年度も引き続き、マンモグラフィサンデイの取り組み

として、１０月の休日に乳がん検診を実施し、乳がん検診の機会を増やすとともに、

予防意識を高め、積極的な乳がん予防を推進します。 

がん検診では、引き続き成人式での予防啓発を実施、節目年齢の検診対象者に対

した無料検診を実施し、がん予防に取り組みます。 

糖尿病をはじめとする生活習慣病対策及び高齢者のフレイル（虚弱）対策におい

ても歯科保健は重要な事業です。それを強化するため、歯科衛生士を非常勤から常

勤体制へと拡充し、事業の強化を図っていきます。まず、毎年実施しているセンタ

ー健診での歯科相談を、「歯周病検診」として、対象をメタボ該当者及び喫煙者に

しぼり、効果的な実施を目指します。また、歯科医療機関で行っている節目対象者

への歯周病検診に於いて、歯科医師会のご協力の元、歯のクリーニング体験の無料

券発行や、未受診者対策、要精密検査者へのフォロー、後期高齢者の口腔機能低下

者への個別指導等を強化・充実させていきます。高齢者対象のいきいきシルバー健

診の結果、口腔機能が低下している人等に対して、積極的に訪問を行い、介護予防
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事業への誘い出しを行います。 

また、篠山ロータリークラブのご協力の元、スマホアプリを活用した市民に対す

る保健指導の導入等についても検討を進めていきます。 

食育では関係機関が連携してさまざまな食育の取り組みをさらに推進します。健

全な食生活の実践、口腔の健康づくり、地域のつながりを大切にした食育推進の他、

丹波篠山の食文化の伝承では、郷土料理レシピ集改訂版を活用し、豊かな食文化を、

未来を担う子どもたちに伝えていきます。一年間の食育推進事業の集大成である第

９回目となる「丹波篠山市食育推進大会」では、「子どもの食育」をテーマに開催

し、関係機関の連携を深め、市民に食育の大切さを啓発していきます。 

令和元年度も、様々な食育推進事業を通して「食と農の都」を目指します。 

（４）高齢者福祉の充実と介護予防 

平成３１年４月１日現在で市内の６５歳以上の高齢者の方は、男性６，１２１人、

女性７，９２４人、合計１４，０４５人と平成３０年から１０１人増え、高齢化率

は３３．７％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、高齢化とともに認知症高齢者も増加すると予想されています。 

認知症の進行予防には、様子の変化に早期に気づいて相談いただき、適切な医療

や介護サービスが利用できるように取り組んでいくことが重要です。このためには、

これまでから取り組んでいる「認知症サポーター養成講座」を継続的に自治会や学

校、老人会などで開催し、認知症について正しく理解し、その方々の支え方などを

自分事として考えていただく機会を作っています。今年度は、そのひとつとして、

地域の方の見守りや声掛けが自然に行えるように、この講座の中で、声掛け訓練を

実施します。 

そのほか、市内で５カ所開催されている「認知症カフェ」は、認知症の当事者や

その家族、支援者などが気軽に集まる集いの場です。今後も、日常生活圏域に1か所

の開設と継続を目指し支援していきます。市民の皆様に認知症について正しく理解

していただき、認知症の当事者やその家族が安心して暮らせるお互い様の地域づく

りを継続します。 

今後、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増える中、通院や買物、金銭管理

などの課題が増えてくることが予想されます。 

平成３０年度から、新規事業として「訪問理美容サービス事業」を実施していま

す。この事業は、清潔の保持や生活に張りを持ちながら、いきいきと在宅で過ごせ

ることを目的に、介護保険の要介護認定３以上の方と身体障害者手帳１級・２級の
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所持者のうち下肢及び体幹障害の方を対象に自宅で散髪やカットを受ける際の出

張費を助成します。 

また、７５歳以上の方及び身体障害者手帳１級・２級、療育手帳Ａ判定、精神障

害者保健福祉手帳１級の所持者を対象に「高齢者・障がい者タクシー料金助成事業」

を平成３０年７月から実施しています。この事業は、公共交通再編に合わせ、高齢

者、障がい者の外出の機会と社会参加の拡大を図ることを目的に、タクシー料金の

一部を助成します。 

高齢者の誰もが、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられることを目指し、社

会福祉協議会、地域包括支援センターとも協力しながら、市内の介護サービス事業

所やボランティアグループ、まちづくり協議会や自治会等と連携し、地域課題の解

決に取り組みます。 

介護予防事業では、地域包括ケアの基盤を担う地域づくりをすすめるため、１９

地区のまちづくり協議会と事業所と市が協働して、デカボー体操を取り入れた介護

予防の拠点の「地区いきいき塾」を実施し、これにより介護予防の効果が上がって

います。また、地区ごとに年に一回「地区ミーティング」を実施し、関係機関が地

域の情報共有や課題を出し合って、より良い地域づくりにつなげていきます。同時

に「元気を維持する場」として、自治会単位の、住民主体でデカボー体操を広める

「いきいき倶楽部」の立ち上げと継続支援を行い、平成３１年３月末現在で、５６

か所実施され、令和元年度は７０か所を目指して支援を行います。 

令和元年度より２カ年の計画で、郵送による「いきいきシルバー健診」を実施し

ます。２５項目の基本チェックリストによるハイリスク判定を基本に、今回は認知

症の早期発見や口腔フレイル（口腔機能が低下している人）への対策を強化できる

項目を盛り込み、今年度は６５歳から７５歳までの方に実施します。 

また、長寿命化事業を活用し、昭和６３年に建築された西紀老人福祉センター・

デイサービスセンターの屋根、外壁、内装を改修するための設計を行います。 

（５）老人会組織の充実 

平成３０年度は、９０の単位老人クラブ（４，６６０人）が篠山市老人クラブ連

合会に加入されています。 

   老人クラブでは、高齢期を楽しく、生きがいをもって、健康で自立した暮らしを

続けるために、身近な仲間と支え合いながら、「健康」「友愛」「奉仕」の活動に

取り組み、住みよい地域づくりを進めています。今後は、地域での「お互い様」活

動を推進する中心的な役割や介護予防への取り組みも期待されるところです。 
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   これらの活動を実施される老人クラブに対しては、国県補助金による運営補助に

加えて、市単独で、会員数が７０人以上の老人クラブに年額６千円～２４千円の会

員数加算補助を実施し、より活発な活動が行えるよう支援を行っていきます。また、

国県補助金の対象とならない会員数が少ない老人クラブ（会員数が１５人以上３０

人未満）に対しても年額８４千円～９０千円の運営補助を実施し、継続的に安定的

な活動が行えるよう支援します。 

（６）権利擁護  

平成２３年に開設した「ふくし総合相談窓口」、平成２７年２月に開設した「高

齢者・障がい者権利擁護サポートセンター」、同年４月に開設した「生活困窮者自

立相談窓口」で、高齢者や障がい者への虐待や経済的困窮など権利擁護に関する相

談支援を行っています。その内容は、複雑・多様化しており、一つの課や係で対応

できるものばかりではありません。さらに、担当する部署が支援する期間も長期化

し、支援者が連携していく必要性が強まっています。 

平成３１年４月の機構改革において、高齢・障がい・児童・生活に関する相談支

援を一体的かつ円滑に行うため、長寿福祉課と社会福祉課を横断する「総合相談・

支援グループ」を組織しました。それぞれの専門相談員が連携することで、ケース

に合った適切で的確な支援が行えるよう努めます。 

また、平成２９年８月から、法律職や福祉職で構成するNPO法人に委託した「篠山

市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター」において、今後も、市民の皆様に、

権利擁護支援について関心を持っていただけるような周知啓発や研修会などを開

催し、権利擁護支援に関する人材育成にも努めていきます。 

（７）障がい者福祉  

篠山市障がい者基本計画に掲げる「障がいのある人が安心して暮らすまち」を目

標に、平成２９年度に策定した『障がい者基本計画』と『第５期障がい福祉計画・

第１期障がい児福祉計画』をもとに施策を推進します。 

平成２７年度に策定した『篠山市手話施策推進方針』に基づき、引き続き手話の

普及啓発やろう者の情報取得など、手話を必要とする人が安心して暮らせる丹波篠

山市をめざします。これまでから取り組んでいる手話奉仕員養成講座や手話通訳者

養成講座などの各種講座の実施、市職員の手話を学ぶ機会として、お昼の手話教室

や手話研修会を実施し、手話のできる職員の養成に努めていきます。また、手話施

策推進方針は策定して３年を経過するため、手話施策推進委員会において見直しを

行います。 
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障害者総合支援センタースマイルささやま及びこども発達支援センターについ

ては、サービスを必要としている方の増加や多様化が進む中、利用者のニーズに応

じた支援を引き続き取り組んでいきます。今年度、スマイルささやまについては、

開設当初より使用している特殊浴槽を新たに更新します。こども発達支援センター

については、厳寒期における保育室、ＯＴ室及び言語聴覚療法室の寒冷障害防止対

策として、床暖房設備を整備します。また、現在のこども発達支援センターをさら

に充実させた「児童発達支援センター」を令和２年４月に設置します。 

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』

とともに地域で安心して働き暮らしていけるように支援します。また、市役所にお

いては、事務的軽作業を提供して就労訓練として受け入れる『すてっぷあっぷ事業』

を引き続き実施します。 

障がい者の在宅生活支援では、人工透析治療通院費助成や各種手当、近年利用者

が増加している成年後見制度利用支援、移動支援、日常生活用具等の給付、手話通

訳や要約筆記、また、平成３０年に新たに開始した常時車いすが必要な障がいのあ

る方を対象とした介護タクシーを利用した際の運賃の一部を助成する『障がい者外

出支援サービス』などの支援事業に引き続き取り組みます。 

交流事業や文化活動については、今年度より共催開催となりました「兵庫・丹波

篠山とっておきの音楽祭」や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、きらきら★カーニバルなどを引き続き開催支援し、障がい者

支援施策の充実に努めます。 

（８）生活困窮者、ひきこもり、自殺対策 

生活保護受給世帯は、平成３１年４月１日現在１６７世帯で、前年同期と比較し

て８世帯の増加となっています。高齢者世帯が全体の約５８％を占めており、無年

金や年金だけでは生活ができない世帯の割合が高くなっています。失業などで収入

減となった世帯へは、ハローワークと連携した就労支援により自立を目指します。

また、生活困窮者自立支援相談窓口による早期の相談により課題解決を図るととも

に、ホームレス支援として新たに一時生活支援事業を実施します。 

ひきこもり対策としては、ひきこもり支援検討委員会を中心にひきこもりに対す

る理解や対応を学ぶ、ひきこもり支援者養成研修を開催し、理解者・支援者を増や

す取り組みを進めます。ひきこもり対策は、早い段階で関わることが重要であり、

各関係機関・団体との連携強化や、ひきこもり相談員とともに、個別のケースに対

応します。 
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兵庫県の自殺者数は、平成２９年において平成２８年に引き続き１，０００人を

下回る９０４人となりました。丹波篠山市においては、平成２８年は１５人でした

が、平成２９年は７人の自殺者数であり、減少しているものの今なお深刻な課題で

す。平成３０年度において、自殺対策基本法、自殺総合対策大綱を踏まえ地域の実

態に応じた効果的かつ総合的に自殺対策事業を展開するため、自殺対策推進計画を

策定しました。計画で重点施策に定めている、『働く世代のメンタルヘルス対策』、

『高齢者への対策』、『生活困窮者対策』の３施策を柱として、「こころのケア相

談」の開催や、組織再編を行い相談支援体制を強化した「ふくし総合相談窓口」の

充実、インターネットやスマートフォンから簡単にストレスチェックができる心の

体温計の活用、“気づく、傾聴、つなぐ、見守る”という４つの視点での自殺予防

対策研修やこころの健康フェアの開催などを通して自殺対策事業に取り組みます。 

（９）人権尊重のまちづくり、男女共同参画、多文化共生、外国人住民への支援 

一人ひとりの人権が尊重された社会の実現のため、人権の意識啓発の取り組みと

して、人権のつどい、人権フェスタ及び人権講演会などを実施するほか、地域サポ

ート職員制度を生かし、各自治会での「住民学習」や校区・まち協単位での「人権

・同和教育地区研究大会」の支援を行います。併せて、ＰＴＡ・企業等独自の人権

教室等についても支援を行います。 

この「住民学習」「人権・同和教育地区研究大会」は、長い歴史があり、その間、

多くの方に、気付き、学びの場として活用いただきました。この継続的な取り組み

が、住み良い地域づくりに役立っているものと考えます。なお、令和元年度の住民

学習は、子どもや若者が被害者または加害者になる悲痛な事件が多発する昨今、「子

ども・若者の人権」をテーマに学習を進めていきます。 

また、昨年同様、近年のネット社会に対応するため、「インターネットモニタリ

ング」を実施し、掲示板などに差別的な書き込みを発見した場合は、削除要請をす

るほか、差別を目的とした戸籍等の不正取得を抑止するため「本人通知制度」の登

録拡大に向け、住民学習の場で受付を行います。さらに、令和元年度には、丹波篠

山市誕生、市政２０周年を迎え、合併後初めてとなる人権標語の募集を行い、人権

意識の高揚を図ります。 

女性の活躍が進むことは、女性だけではなく、男女が共に仕事と生活を両立でき

る暮らしやすい社会の実現にも繋がるものと考えます。しかし、現実は女性の参画

が進んでおらず、丹波篠山市の各種審議会における女性の占める割合は２０％台に

とどまっているため、３０％以上になるよう啓発に努めていきます。また、男女共
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同参画の推進と女性が活躍する社会実現のため、情報冊子「フィフティ」の発行、

平成３０年度に作成した「輝く女性応援ホームページ」の充実、講演会やセミナー

を実施し、意識啓発を行います。 

令和元年度は、２年間各種施策の調査研究を進めてきた第９期女性委員会から市

政に対する提言をいただく中、その提言の反映について検討を進めていきます。 

市内には、現在約８００人の外国人の方が住んでいます。国籍・地域別の内訳と

しては、人数の多い順に、ベトナム、ブラジル、フィリピン及び韓国・朝鮮などと

なっています。それら在住外国人の支援を目的に、日本語教室の実施や、病院への

同行通訳及び日常生活の相談など、きめ細やかな活動をされているNPO法人篠山国

際理解センターとの連携を密にして、外国人住民の皆さんが安心して生活できる環

境づくりに取り組みます。 

近年において市内企業による外国人雇用等の拡大により、特にベトナムからの在

住者は平成２８年４月に約７０人であったものが平成３１年３月には約４倍の２

８１人と急増しています。その要因のひとつとして、介護福祉士を目指されている

学生が、丹南校跡地の篠山学園に就学されることから、平成３０年度にベトナム語

の生活ガイドブックを作成し、市として受け入れ支援の体制を充実させました。令

和元年度においても、英語、ポルトガル語、中国語の生活ガイドブックの増刷など

を検討し外国人支援を継続しておこないます。 

（10）事前登録型本人通知制度  

平成２５年４月から事前登録型本人通知制度を実施しています。この制度は、本

人等の代理人と第三者に戸籍謄本や住民票の写しなど証明書を交付したとき、事前

に登録された市民等（本人）に証明書を交付した事実をお知らせし、不当な身元調

査など第三者等による不正取得の抑止を目的としています。 

平成２７年度には登録しやすい環境づくりに向けて、条例や規則の一部改正を行

いました。続いて平成２８年度は、人権フェスタなどで臨時受付窓口の開設を行う

とともに、各自治会において住民学習の際にチラシの配布や制度の説明を行いまし

た。平成２９年度には、篠山市個人情報保護条例に「裁量的開示」条項を追加し、

それに伴い篠山市住民票の写し等本人通知制度に関する条例を改正し、要綱を作成

して篠山方式と言えるような開示請求者の申出書と交付請求者の報告書を比較考

慮して、開示を判断する仕組みを確立しました。その結果平成３０年度には、開示

請求５件に対して３件を開示しました。 

また、住民学習の際には、本人通知登録申出書預かりを行い、登録者の増加を図



- 53 - 

ることにより、平成３１年３月末現在１，１９６人となっており、今後も様々な方

法を用いて、精力的に登録者数を増やし、令和２年度末に登録者数２，０００人を

めざします。 

（11）防災 

地域防災計画について、防災会議に女性委員の登用を促進し、女性の視点を入れ

ながら計画の修正や、高齢者、障がい者、女性および子どもにやさしい防災対策を

検討していきます。自治会を対象としたいのちを守る防災マップづくり支援事業は、

平成２１年度から取り組みを始め、平成２９年度までに１４９自治会が防災マップ

を作成されました。平成３０年度は６自治会で取り組まれ、合計１５５自治会で実

施していただきました。住民一人ひとりが防災と減災に対する知識を身につけ、地

域コミュニティの活性化や地域防災力の向上を図るために、令和元年度も引き続き

未実施の自治会に呼びかけ、３０の自治会で取り組んでいただけるよう推進してい

きます。 

各地区の防災訓練については、訓練経費に係る補助、訓練資機材の貸与などを行

いながら、訓練が積極的に行われるように支援します。平成３０年度は７月豪雨の

際に大雨特別警報が発表され、市内全域に避難勧告を発令し市指定避難所を開設し

ました。それに伴う職員の配備体制も見直し主要６箇所の避難所については、５班

交代体制を構築し市民の皆さんが安心して避難していただけるような体制としま

した。また、避難所の資機材充実のため、平成３０年度は主要な６避難所にテレビ

を２２避難所にラジオを配備し、令和元年度は避難者用マットやカセットコンロな

どの資機材を備蓄します。引き続き避難者用の飲食物などの備蓄も進めるとともに、

乳幼児のための粉ミルク等も備蓄します。 

防災無線については、本庁舎設置の防災行政無線親局を更新します。また、本庁

舎設置の防災行政無線親局と西紀防災行政無線親局をつなぐ統合機設置により、今

までそれぞれで放送していたものを、本庁舎から市内一斉放送が可能となり、特に

災害時には迅速に放送できるようになります。 

（12）原子力防災  

福島第一原子力発電所の事故による放射能汚染は非常に深刻で大きな被害をも

たらしました。 

丹波篠山市は、大飯や高浜の原子力発電所から５０～７０キロメートルの距離に

あり、兵庫県の放射能拡散シミュレ－ションでは、甲状腺被ばく線量が国際基準を

大きく上回る予測となっています。このことから、もしもの原子力災害に備え、市
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民の皆さんの健康被害を少しでも軽減させるため、平成２７年度から全国に先がけ、

原子力発電所から３０キロメ－トルを超える範囲での安定ヨウ素剤の事前配布を

行っています。特に安定ヨウ素剤服用の効果は、成長期の子ども達に高いとされて

います。平成３０年度は平成２７年度に受領された方の更新手続きを実施し、更新

対象者１１，３５７人の内８，０５７人の方に受領していただき、更新率は７０．

９％となりました。このことは、市民の方々が原子力災害に対して安全・安心を得

るためには安定ヨウ素剤を事前に受け取っておくことが大事であるという認識を

持っていただいているものと考えます。       

また平成２７年度からの延べ４年間で３歳未満の乳幼児には４５６人、３歳以上

１３歳未満の子どもには２，８２０人、１３歳以上の方には１０，５８４人の方に

受領いただきました。平成３０年度における受領率は３歳未満の乳幼児は３５３人

で４１．８％、３歳以上１３歳未満の子どもは２，２１３人で６７．１％となりま

した。 

今後も市民の安全・安心のため原子力災害に対する備えを整えるとともに安定ヨ

ウ素剤の事前配布事業を行います。 

（13）消防、救急業務 

平成３０年中の火災件数は３０件で、平成２９年より８件増加しています。また

建物火災が前年は５件でありましたが、平成３０年は１０件となっています。地域

防災の中核を担っている消防団においては、団員の定数確保に努めるとともに、消

防本部と消防団の連携をさらに深め、研修会の開催をはじめ、合同訓練の実施や消

防学校での研修に参加し、災害への対応力を高めます。 

消防施設の整備では、第１９分団第２部の不来坂地内の消防団詰所兼車庫の新築

工事に向けた設計や、小型動力ポンプ積載車２台、小型動力ポンプ付積載車１台の

更新、福住地内、栗柄地内、大山新地内において防火水槽の新設を行います。また、

地域防災力を強化するために消防防災及びコミュニティの拠点施設として大山コ

ミュニティ消防センタ―（仮称）の建設に取り組みます。くわえて市が所有してい

ます消防車両全７０台にドライブレコーダーを登載し万が一の事故に備えます。 

次に、消防本部としては、消防活動体制の充実には専門的な知識と技術を習得す

ることが不可欠であるため、兵庫県消防学校の専科教育である救助科、特殊災害科、

火災調査科、災害現場指揮科等に入校させるとともに、幹部教育として初級幹部科

にも入校させ組織力の向上を図ります。また、消防団との連携をさらに密にして、

市民の生命、身体及び財産を守るために消防力、防災力の向上を図ります。 
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救命率の向上に大きく貢献できる救急救命士を常時救急車に２人乗車できる体

制を確保するため、昨年度に引き続き１人を養成します。 

また、気管挿管及びビデオ喉頭鏡の認定取得のため、各２名が市内病院で実習を

行うとともに、薬剤認定救命士（２６名）の中から４名を県消防学校へ派遣し、処

置範囲拡大２行為（心肺停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び血糖値測定・

ブドウ糖溶液の投与）講習を受講させ認定救急救命士を養成します。 

更に令和元年度からは、メディカルコントロールを担う医師と連携し、新たに救

急業務全般を教育指導する指導救命士を育成し、救急業務の質の向上を図ります。 

平成２１年度に購入した高規格救急自動車は、今年度、購入から１０年を迎え、

２０万キロ以上走行しているため、更新計画に基づき更新します。更新車両は、日

本損害保険協会からの寄贈の高規格救急車（車両のみ）で、増加する救急出動に対

応します。またさまざまな救助ケースに対応できる救助工作車も１台購入予定です。 

住宅防火対策の推進については、女性消防団員と連携し、地域での講習会や消防 

訓練時に、昨年度に引き続き住宅用火災警報器の設置や取替え、地震後の通電火災

の出火防止を目的とした感震ブレーカーの設置の推進に努めます。 

春と秋の火災予防運動期間中には、電気事業者、ガス事業者と連携して高齢者宅

の火気器具の取扱いなどを点検する住宅防火診断を実施し、高齢者を火災から守り、

安心して暮らせるまちづくりに取り組みます。 

（14）防犯、防犯カメラの設置  

平成３０年中の刑法犯数は２３２件で、昨年と同じ件数となりました。刑法犯数

の上位は車上荒らしの５１件ですが、防犯協会、地域の防犯グループや地域の方々

とともに、防犯意識の向上を図り犯罪件数を減らすために啓発活動に取り組みます。 

平成２９年度に市内公共施設５カ所（丹波篠山市民センター、四季の森生涯学習

センター、丹南健康福祉センター、篠山城跡三の丸広場及び篠山城跡三の丸西）の

駐車場に、それぞれ２台の防犯カメラを設置、また平成３０年度にはＪＲ篠山口駅

の東口及び西口並びに中央図書館に防犯カメラを設置しました。 

令和元年度も、市民生活を脅かす犯罪から市民を守るため、篠山警察署、防犯協

会および地域の防犯グループなどと連携し、安全・安心なまちづくりに取り組みま

す。また、地域で取り組んでいただいている防犯活動をより一層効果的なものとす

るため、犯罪抑止力の向上に役立つとされている防犯カメラの設置や防犯用品の更

新などに対し引き続き補助を行います。 
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（15）ごみのポイ捨て、不法投棄の防止 

ごみの不法投棄、ポイ捨てをなくすため、グリーンリーダーによる管内のパトロ

ールを継続し、丹波篠山ふるさと大使で吉本新喜劇の丹波篠山市出身お笑いタレン

ト・森田まりこさんをモデルにした看板を再度全自治会に配付して、ポイ捨てやご

みのない美しい丹波篠山市をめざして取り組みます。 

路上喫煙禁止区域のＪＲ篠山口駅周辺と篠山城跡周辺のパトール、啓発、環境美

化活動を毎月、環境推進委員により継続的に実施します。 

（16）ごみゼロの市役所、ごみ減量と「ゴミ博士」 

「ごみゼロの市役所」の取組みに全職員が協力してごみの分別、資源化をおこな

っています。可燃ごみ袋の消費枚数を平成２７年度の１万７千枚から、平成２９年

度は目標とした５０％減を達成することができました。しかし、平成３０年度では

目標８０％削減に対し、結果６２％削減に留まり、達成できませんでした。今年度

はさらに分別を徹底し、８０％削減達成に向けて再度挑戦します。 

また、住民学習会や出前講座に清掃センター、市民衛生課の職員が「ゴミ博士」

として出向き、ごみ分別の詳しい説明をする中で家庭、事業所から出るごみの減量

化を推進します。 

また、外国の方にごみの分別を理解していただくため、ごみの分別、資源化、ご

みの収集日などのお知らせごみカレンダーの外国版を新たに作成します。 

（17）環境にやさしい「マイバッグ運動」「残さず食べよう！３０・１０運動」の推進 

市民のみなさんには、家庭で発生するごみを減らしていただくとともに、これを

機会として、スーパーなどへ買い物に行かれる際には、買い物かごや、買い物袋を

持参していただき、レジ袋の削減を目的とした「マイバッグ運動」、宴会などで開

始の３０分、終わりの１０分前には自席にもどり、食事を楽しみ、食事の食べ残し

をなくす運動「３０・１０運動」、ダンボールコンポストで生ごみをなくすなど、

ごみ分別方法の説明と合わせたＤＶＤを作成して全自治会に配付します。買い物か

ごや手提げ袋を持参する「マイバッグ運動」への協力を推進します。また、食料品

販売等の事業者の方にもレジ袋削減の協力依頼を行います。 

（18）交通安全、消費生活相談  

平成３０年の交通事故件数は市内で１３５件発生し、過去５年間で最も少なく平

成２９年と比較すると５０件減っています。死亡事故は昨年から６件減少し０件と

なりました。今後も悲惨な交通事故を防ぐため、引き続き、篠山警察署や交通安全

協会など、関係機関と連携しながら交通安全の啓発に取り組みます。令和元年度は
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新たに篠山交通安全協会が実施しますスケアード・ストレイト（事故の恐怖を実感

することで危険行為を未然に防ぐ手法）や老朽化した交通安全教室に使用する信号

機の更新を支援します。くわえて通学路の安全対策については、子どもを事故から

守るための施策を確実に実施していきます。また、暗い夜道を原因とする犯罪や事

故などを防止するため、必要に応じて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を進めます。 

消費生活全般に関する苦情や問い合せなどに対応するため、庁舎内に消費生活セ

ンターを設置し、専門の相談員が解決に向けた助言や情報提供などを行っています。

マイナンバー制度や新元号に便乗した不審な電話に関する相談など、最近の相談内

容が多様化・複雑化しているため、今後も引き続き、消費生活相談員の研修強化に

努めるとともに、平成３０年度から弁護士資格を有する市職員を採用したことで、

毎月２回で８人の無料法律相談を４回で１６人に拡充しました。困難な事案の解決

に向けて、さらに相談窓口の充実を図っていきます。 

また、平成３０年度から実施している高齢者に対する健康講座に消費生活相談員

が出向き、消費生活情報の提供や周知など出前講座を継続するとともに、令和元年

度は市内小・中学校において、児童生徒がインターネット詐欺や携帯電話トラブル

に巻き込まれないための出前講座を新たに取り組みます。 

（19）公民館活動 

公民館事業として高齢者の楽しみや生きがいづくりの支援として「であい、ふれ

あい、まなびあい」をテーマに高齢者自らの積極的な社会参加をめざし、生涯学習

の場を提供する「丹波篠山市高齢者大学」を１，０００人の受講生を目標に市内７

学園で開講します。「丹波篠山の教育」にも掲載しているとおり高齢者大学と学校

との連携による高齢者と子どもたちの交流事業も７学園全てで実施します。 

   また、受講生有志のサポーターによる企画立案のもと、講義が５回と２回の現地

学習を行う「丹波ささやま市民文化講座」、丹波篠山の魅力を再発見する現地学習

を７回行う「丹波ささやまおもしろゼミナール」、地域に伝わる古文書から歴史を

学び古文書に親しむ、初心者向けの講座を８回行う「古文書入門講座」を歴史文化

に関する事業として実施します。 

   ０歳児の育児を通して親子の絆を深め、親同士の交流の輪を広げるプログラムで、

４回のコースを年度内に４クール行う「親子の絆づくりプログラム“赤ちゃんがき

た”」を実施し、家庭教育を支援します。 

   食育に関する事業として、丹波篠山の食材を使った新しい食文化を創造する「創
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造コース」と、郷土料理を作れる人材を増やし丹波篠山の食文化を伝える「伝承コ

ース（基礎編・応用編）」の２コースをそれぞれ５回ずつ行う「郷土味学講座」を

実施します。 

また、夏休み期間中には、学校給食の人気メニューを作るコースを２回、プロに

学ぶコースを３回行う、小学生等とその家族を対象とした「かぞくdeおいしんぼク

ッキング」を実施します。 

 

１３ 令和元年度のシンボル事業 

（１）「日本遺産のまち、ユネスコ創造都市」推進   

丹波篠山市は、平成２７年４月に「丹波篠山デカンショ節－民謡にのせて歌い継

ぐふるさとの記憶」、平成２９年４月には、丹波焼を含めた日本六古窯が「きっと

恋する六古窯－日本生まれ日本育ちのやきもの産地－」として「日本遺産」に認定

されました。 

平成２７年度に設立された日本遺産推進協議会では、平成２９年度までに文化庁

の補助金を活用して、デカンショ館や啓発用道路看板等の設置、市民等への広報活

動や伝承者の育成などに取り組み、また、市でも独自に補助金制度を設け、市民の

誇りを高め、市への愛着を深めつつ、日本遺産のまち丹波篠山の周知を図ってきま

した。 

また、同じく平成２７年１２月に「ユネスコ創造都市ネットワーク」に加盟しま

した。この ネットワークに加盟することにより、丹波篠山の文化、工芸、農業、

建築、まちなみ保存、イノベーションラボ事業など、多くの取組を世界中へ情報発

信することや、世界各国との文化交流が可能となりました。 

「日本遺産」や「ユネスコ創造都市」は、丹波篠山市が育んできた伝統文化、自然

や景観、特産品や地域そのものを活かして未来につないでいこうとする点では共通

しています。そのため、平成３０年度からは、日本遺産魅力発信事業、創造都市推

進事業の二つを共に進めていく「日本遺産・創造都市推進委員会」を立ち上げ、事

業の推進に取り組んできました。平成３０年度は、市民向け日本遺産ツアーを実施

したほか、市民が踊るデカンショ節動画や子ども向けの日本遺産紹介パンフレット

の作成を行いました。また、平成２８年度から実施している「日本遺産・創造都市

のまちづくり応援事業」では、地域団体の皆さんから寄せられた２３事業に対し支

援を行ってきたところです。 
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   令和元年度も、引き続き「日本遺産・創造都市のまちづくり応援事業」を実施し、

日本遺産や創造都市について理解を深めていただくほか、こども向けの日本遺産紹

介パンフレットを配布し、ふるさと丹波篠山に対する誇りや愛着の醸成に努めます。 

創造都市推進については、昨年度に引き続き、丹波篠山の工芸や建築、農業など

の伝統技能の継承や新たな産業の育成、市民への普及などを行う「丹波篠山職人学

校」構想について検討を進めます。篠山技能高等学院や農村イノベーターズスクー

ル、楽農スクール、里山スクールなどで、実際にそれぞれの分野で後継者育成を行

っているように、市内のあちこちで「創造産業」の育成に取り組んでいます。この

ような事業を個別に伝えていくのではなく、まとめて発信し、まち全体が「職人が

集い、技を高める」まちとなるように進めていきます。 

また、「ユネスコ創造都市ネットワーク」については、節目となる４年目を迎え、

ユネスコ本部へ報告書の提出をします。これまでには、韓国やトルコ、タイの方々

が丹波篠山に興味を持ち、視察や研究の対象としていただいており、総会やビデオ

会議等での情報発信や文化交流により丹波篠山の魅力を世界に発信していきます。

さらに、丹波篠山市は、「ユネスコ創造都市ネットワーク」加盟都市として、海外

都市との積極的な交流も求められていますので、クラフトといった共通の資源を持

つ海外都市との交流を検討します。 

（２）景観まちづくり刷新支援事業  

   平成２９年度に国土交通省において創設された「景観まちづくり刷新支援事業」

のモデル地区として、全国１０都市のひとつに「城下町地区」が指定を受けました。

景観まちづくり刷新支援事業は、無電柱化や道路舗装の美装化、歴史的建造物の外

観修景、広場や駐車場の整備などを、東京オリンピック・パラリンピック開催の２

０２０年までの３年間で実施して、観光地としての魅力向上と観光客の増加を目指

すものです。 

丹波篠山市では、これまで市景観重要建造物の大正ロマン館及び青山歴史村の外

観修理、道路の美装化、篠山城跡公園の整備、市営西町駐車場の舗装工事と機械ゲ

ート化などを実施し、大手通り及び河原町通りの無電柱化に向けては電力線や通信

線を道路に埋設する電線共同溝工事を行っています。 

事業最終年度となる令和元年度は、大手通り及び河原町通りの電線共同溝工事の

完成に向けて取り組むとともに青山歴史村の版木館ほか２棟の修理を行ないます。

あわせて大手通りについては、東京大学名誉教授の堀繁先生のアドバイスのもと歩

行空間の拡幅とバリアフリー化を図るほか、景観に配慮した街路灯への変更、歩道
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と大正ロマン館前敷地を一体化した空間づくりなどによって、丹波篠山市のメイン

通りにふさわしい「にぎわい」のある空間を創出します。あわせて、篠山郵便局前

の違法駐停車が問題となっていることから、市、郵便局、篠山警察、地元自治会な

どと協議を行い、市営大手前南駐車場の一部を郵便局利用者の駐車場として貸し付

け、違法駐停車の排除に取り組みます。 

景観まちづくり刷新支援事業は令和元年度で終了するため、今後はこれらを観光

客の増加はもとよりまちの活性化に繋げていくことが重要です。事業完了後は、モ

デル事業により刷新された景観を活かして城下町地区への観光客の増加を図り、こ

の効果を伝統的建造物群保存地区の福住地区や日本遺産認定を受けた丹波焼の里・

今田地区へと繋げることによって、丹波篠山市全域の魅力の向上と活性化に向けて

取り組んでいきます。 

（３）ＮＨＫ大河ドラマ「麒麟がくる」推進事業の実施 

平成３０年４月、明智光秀を主役にしたＮＨＫ大河ドラマ「麒麟がくる」が、２

０２０年に放映されることが発表されました。これを受け、５月には、明智光秀や

波多野秀治ゆかりの地域の方に声をかけ「篠山市ＮＨＫ大河ドラマ推進準備委員会」

を立ち上げ、ＰＲ方法などについて検討してきました。平成３０年度の取組として

は、市役所や篠山口駅など７カ所と高城会館に横断幕・懸垂幕を設置したほか、八

上地区には「国史跡 八上城跡 波多野秀治ゆかりの地 八上高城山」と記した周

知看板を国道沿いに設置したり、味間奥地区においては、大国寺周辺５カ所に、「波

多野秀治の墓」などゆかりの地を示す案内看板を設置しました。 

令和元年度は、商工関係者や観光関係者、公募委員、外国人、女性、若者、移住

者などを新たに委員に加え、準備委員会から本委員会に移行するとともに、第１弾

のＰＲとして、まずは、市内向けにインパクトのあるチラシやポスターを作成し、

市外向けには専用サイトを立ち上げ、明智光秀と波多野秀治の関係を分かりやすく

ＰＲしていきます。そして、チラシとは別にパンフレットも作成し、波多野秀治と

本能寺の変のつながりをストーリーとしてまとめ、市内にあるゆかりの山城紹介な

ども行いながら、大人から子どもまでが興味を持って楽しめるような冊子に仕上げ

ます。さらに、ゆかりの山城山頂付近の眺望整備や周知看板・のぼりの設置、ＰＲ

グッズの作成も行っていきます。 

また、第２弾のＰＲとしては、市民が武者姿で登場する市民参加型のポスターを

作成するほか、ＮＨＫ大河ドラマ「麒麟がくる」のオープニングのイメージ動画を

丹波篠山市を舞台に作成し、専用サイトやユーチューブなどで発信し、ロケ地選定
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のアピールを行っていきます。その他、ゆかりの地域での交流事業や魅力発信事業、

登山道整備などに対しての支援を行うとともに、ＮＨＫ大河ドラマ「麒麟がくる」

放映を記念し、例えば「波多野弁当」や「光秀ケーキ」など、ネーミングも含め話

題性があり、インスタ映えする名物料理や絶品スイーツの開発・商品化・ＰＲ事業

も行っていきます。 

いずれにしても、ロケ地選定のアピールは夏までが勝負であると考えていますの

で、ＮＨＫ関係者のアドバイスも受けながら、積極的なＰＲ活動を行っていきます。

また、高城山については、明智光秀、波多野秀治ゆかりの山城ということで、今後、

多くの登山者や観光客が来られることが想定されますので、山頂の眺望整備をはじ

め、高城山登山口付近に駐車場を整備し、訪れる登山者・観光客を迎え入れる環境

を早急に整えていきます。 

ＮＨＫ大河ドラマ「麒麟がくる」に向けては、地域の皆さんとともに様々な取り

組みを進めると同時に、明智光秀と丹波攻め、そして八上城との興味あるストーリ

ー（八上城に人質として差し出した明智光秀の母の死･････）を整理、ＰＲ活動の成

果を持って、ＮＨＫへ、市長自ら表敬訪問するなどロケ地誘致に向けた取り組みを

行います。 

また、明智光秀の母役を演歌歌手石川さゆりさんが演じられることから、丹波篠

山でのコンサート開催や、ＪＲとの協力を得て、福知山線を利用した大阪方面から

の観光客流入増加に向けたツアーやイベントを検討します。 

ＮＨＫ大河ドラマをきっかけとし、新たで魅力ある観光資源となるよう、新しく

誕生した丹波篠山市を全国の皆さんにＰＲできるよう、市内ゆかりの地を含めた地

域の皆さんとともに、取り組みを進めます。 

（４）桶ット卓球世界大会の開催  

２０２０年東京オリンピック・パラリンピックを目前にした、令和２年（2020年）

２月に、オリンピックへの機運の盛り上げや丹波篠山市と桶ット卓球を全国にＰＲ

するため、桶ット卓球世界大会を開催します。 

（５）えきラボ、地域ラボ 

丹波篠山市農村イノベーションラボで開講している篠山イノベーターズスクー

ルには、これまで８８名の受講があり、就農や起業、また移住などの成果が現れ始

めています。５期目となるスクールでは農業や観光などの分野で開講し、丹波篠山

での起業につなげます。また、地域おこし協力隊やイノベーターズスクールの卒業

生等が、篠山で起業する際に利用できる地域ラボでは地域での活動を支援します。 
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（６）新しい丹波の森構想の推進  

   平成３０年度に「丹波の森構想」が３０年を迎え、丹波の森協会において、方向

性が検討され、令和元年度、これを取りまとめる予定となっています。 

   丹波篠山市が、日本遺産やユネスコ創造都市など、その魅力が認められてきたの

は、まさに人と自然、文化、まちなみ、農を大切にしてきた、この丹波の森構想が

大切な役割を果たしてきました。 

   今後も、この丹波の森構想をまちづくりの大切な理念とし、とりまとめられた方

向性に沿ってこれを推進していきます。  

 

１４ その他、当面する重要課題 

（１）ささやま医療センターの産科充実に向けての検討会の立ち上げについて 

全国的に、産婦人科・産科医の減少傾向により、地方における産科医療機関の存

続が危ぶまれている状況にあります。 

丹波篠山市における産科医療体制については、全出生数の６割の分娩を市内２カ

所の産科医療機関に担っていただいていますが、中核的な産科医療機関である兵庫

医科大学ささやま医療センターにおいて、産科医が２名となり安全な分娩ができな

いとのことから、分娩休止を検討されていることがわかりました。 

しかし、丹波篠山市民の中核的な病院と言えるためには分娩のできる「産科」は、

大変重要ですし、昨年６月に交わした兵庫医大との協定でも「産科の存続と充実を

はかる」としています。 

そこで、ささやま医療センターの産科における分娩機能を、継続していただける

よう、広く市民や専門家の声をとりまとめ、検討していきます。そして、「子育て

いちばん」をめざします。 

（２）清掃センター  

丹波篠山市清掃センターは、平成１４年１２月の稼働から１７年目を迎えており、

改修が必要となってきたごみ焼却炉等を中心に、環境省の交付金事業を活用し、平

成２９年度より基幹的設備改良工事を総事業費約２１億円で大規模改修を行って

います。令和元年度は現地工事最終年の２年目を迎え、２炉ある焼却炉の１号炉、

１基の改修を行う事により今後も安全に操業できるよう機能を回復させます。 

工事期間中は１炉だけのごみ焼却となり、処理能力が半減することから、市民の

皆さんのゴミ減量と分別へのご協力、また事業所から出るごみの減量にも、さらに
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取り組んでいただくよう広報することで、清掃センター以外の処理施設に委託する

ごみ量と、その処分に要する費用の削減に努めます。 

また、周辺自治会との約束である令和９年（2027年）３月末までの現施設の操業

期間について、それ以降の丹波篠山市のごみ処理をどこで、どのように進めていく

か、職員で構成する庁内作業委員会での調査報告をもとに、学識経験者、市内各種

団体代表者および市で構成する清掃センター検討委員会で検討し、丹波篠山市とし

て、できるだけ早期の方針決定に努めます。 

（３）丹波篠山市場 

   平成３０年３月に閉場した篠山魚市場は、約２５０年の歴史を誇り、古くから黒

豆や山の芋、栗、マツタケなどの流通拠点として、市内外に特産物を送り届けてき

ました。 

市場の再興に向けて農業者や仲買人の代表者からの要望を受け、市としては出荷

先の確保や丹波篠山ブランドを守るうえで重要な拠点として支援を決定し、平成３

０年１０月に「丹波篠山市場」として兵庫県篠山総合庁舎の車庫の一部を借りて復

活しました。 

平成３１年３月には市場の開設者が交替され、新たな開設者「一般社団法人丹波

篠山市場」への運営補助金が市議会の審議において削除されましたが、改めて上程

した補正予算では支援を決定いただき、令和元年６月から市が確保した新たな場所

に移転し、本格的な運営を開始することができました。 

市場運営が軌道に乗るまでの３年間、市が運営助成を行いますが、今後も持続で

きるよう経営状況の検証に努めます。 

（４）東日本大震災支援  

丹波篠山市は、平成３１年３月現在で４世帯１２名の東日本大震災の被災者を受

入れており、引き続き必要な支援を行います。具体的には、令和元年度においても

民間住宅や市営住宅に避難されている方への家賃補助を継続するとともに、市民団

体の被災地への支援活動に必要な経費補助を行います。 

（５）多紀支所移転に伴う跡地整備 

   平成３０年度において、旧多紀支所を解体しました。跡地については、令和元年

度に伝統的建造物群保存地区にふさわしい来訪者の駐車場を整備します。あわせて、

福住公民館は、高齢者等が利用しやすいよう２階部分へのスロープを設置し、有効

活用を図ります。 
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（６）小学校跡地の利活用 

平成２２年３月に閉校した雲部小学校では、地域で「合同会社里山工房くもべ」

を設立され、校舎の一部を活用し、コミュニティカフェと直売所を運営されていま

す。くわえて、靴製造事業者、木工工芸品事業者及び芸術家の工房として、多様な

活動を展開され、地域活性化に貢献されています。 

また、後川小学校は私立幼稚園の園外保育の拠点施設として地域と連携する中で

活用されています。 

平成２５年３月に閉校した畑小学校では、地域合意のもと校舎の一部を活用し、

平成２７年４月から丹波篠山市こども発達支援センターを開設しています。また、

小学校グラウンドを少年サッカーができる多目的な土グラウンドとして整備し、施

設利用者のための駐車場整備も行い、地域住民のスポーツ拠点施設として広く活用

されています。 

平成２８年４月に多紀地区３小学校が統合され閉校となった福住小学校と大芋

小学校の跡地活用については、それぞれ検討委員会から運営委員会へと移行し、福

住小学校では、平成２９年度に外壁と多紀支所移転に伴う工事を実施し、平成３０

年４月１日に支所を移転しました。また、平成３０年度には、福住地区まちづくり

協議会が食品加工所やカフェなど具体的に活用するための校舎改修を行い試行的

に運営が開始されており、令和元年度は福住地域で運営管理をする法人を起ち上げ

られる計画です。 

大芋小学校では、平成２９年度から、子ども向けイベントや日曜市、アパレルメ

ーカーユニクロの１日誘致など、様々な催しに取り組みが継続されています。令和

元年度は兵庫県の「がんばる地域」応援事業補助金を活用し、宿泊ができる施設へ

の改修を計画されています。また、空き教室を活用し通信制大学の授業の場、また

ドローンの操作技術習得に向けたスクールの開設の場に活用していきます。両地区

とも、運営委員会による協議が進められていますので、跡地活用が地域の活性化に

繋がるよう市として利活用に関する支援や助言を行っていきます。 

（７）地域おこし協力隊 

平成３１年４月、新たに３人を隊員に委嘱し日置、雲部、西紀北地区で活動して

もらっています。また、令和元年１０月から福住地区でも１人活動を始めてもらう

予定です。これで継続する隊員を含め合計８人の隊員となり、地域課題の解決や地

域の活性化につながる活動を行っていただきます。また、令和２年度に向けて、神

戸大学と連携し、新規隊員の募集活動を行います。 
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（８）マイナンバー制度・コンビニ交付の開始 

平成２７年１０月に住民票を有する国民一人ひとりに、１２桁の個人番号（マイ

ナンバー）が付番されました。平成２８年１月からは、申請をされた方へマイナン

バーカードの交付が開始されました。その普及に向けた取り組みとして、カードが

あれば住民票、印鑑証明書や課税証明書等を全国各地のコンビニエンスストア等で、

すぐに取得できるコンビニ交付を令和２年３月に導入し運用を開始します。 

（９）ささやま荘のあり方検討会 

王地山公園ささやま荘は、平成１４年のリニューアルオープン当初は、クリエイ

トささやまが、また、平成２２年以降は、同社から社名変更したアクト篠山が指定

管理業者として、その運営・管理にあたってきました。しかしながら、年々経営状

況が悪化し、赤字経営が続いていたこともあり、平成２９年１０月から、外部の公

認会計士により会計・経営全般の指導や助言を受け、その経営体質改善に努めてき

たところです。 

アクト篠山においては、平成３１年４月からは、経営の改善に向け、飲食部門の

みの営業とし、宿泊等の営業を停止しました。 

今後の王地山公園ささやま荘の運営については、アクト篠山の出資者である市・

商工会・観光協会に加え、商工並びに会計にかかる専門家などで構成する「ささや

ま荘のあり方検討会」を立ち上げ、今後のささやま荘の運営のあり方について検討

していきます。 

（10）コミュニティＦＭラジオ局について  

村雲地区では、コミュニティＦＭラジオ局の設立構想を進めるために「むらくも

ＦＭラヂオ設立実行委員会」を立ち上げられ、以降、毎月委員会を開催し、市も委

員として参画する中、調査・研究を進められています。コミュニティＦＭラジオ局

を開設するには、総務省から放送事業の免許を得る必要がありますが、まずは、開

設できるかどうかを確認するため、その地域内のＦＭ電波を調査して、空き周波数

を探す必要があります。調査の結果、空き周波数が見つかれば開設可能となり、調

査結果をもとに送信所の位置や可聴範囲、中継局が必要かどうか、また、必要な場

合の位置や箇所数、可聴範囲がわかります。 

市としましては、コミュニティＦＭラジオ局は地域密着型の情報提供手段の一つ

として有効で、市民主体のコミュニケーションを促進し、地域活性化に繋がること

や災害時における情報発信にも役立つことから、調査・検討をする必要があると判

断し、潜在電界調査を実施して村雲地区の取組支援を行います。 
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（11）庁舎の一斉消灯 

平成２８年度から、庁舎の「午後８時一斉消灯」により退庁を促し、職員の健康

の増進と節電に努めてきました。平成３０年６月には働き方改革関連法が成立し、

ワーク・ライフ・バランスの推進や業務の生産性を向上させるための職場環境づく

りの重要性がさらに高まっています。このため、令和元年度においても継続して取

り組むこととし、“遅くとも午後８時までに退庁！”できるよう業務の平準化、計画

的遂行に努めます。 

（12）丹波篠山ふるさと応援寄付、丹波篠山ふるさと大使など  

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は、毎年、多くの皆さ

まからご寄付をいただいており、インスタグラムでの広報の実施、振替用紙付きパ

ンフレットを作成して引き続きＰＲするとともに、新たに携帯電話キャリアでの支

払いなど、決済方法を増やし、ふるさと納税（丹波篠山ふるさと応援寄附金）の増

加に努めます。また、総務省による制度改正に対応した適正な制度運用に努めます。 

丹波篠山ふるさとＰＲ奨励金制度を活用して、全国大会などに参加される際には

丹波篠山のＰＲをしていただきます。また、丹波篠山ふるさと大使は、１６人と２

組、１団体に就任いただいており、一層活躍いただけるよう情報提供を行い、引き

続き丹波篠山市のＰＲをしていただきます。 

（13）市民あげてのあいさつ運動  

あいさつは、人と人をつなぐ大切な行為であり、人権が尊重されるまちづくりの

基本です。そのため、篠山市では、平成２５年度から、毎月１日、１１日、２１日

を「いいあいさつの日」と定め、あいさつ運動が市内全体に展開されるよう取り組

んできました。また、平成２８年度からは、春と冬にはあいさつ運動強化週間を設

けて、学校、各種団体、まちづくり協議会及び自治会などと連携し、学校、商業施

設等であいさつ運動を進めてきたほか、平成２９年度からは、小中学生を対象にあ

いさつ啓発ポスターの募集を行い、意識啓発を深めてきました。本年度も引き続き

これらの取り組みを行っていきます。 

さらに、令和元年度には、新しくあいさつ啓発懸垂幕を作成し、本庁、支所に掲

示することで、市内全域にあいさつ運動の気運を高めていきます。併せて、あいさ

つ運動に取り組む地域等の団体を支援するため、あいさつ啓発グッズ作成のための

補助も継続して行っていきます。 

（14）ＲＰＡ、ＡＩを活用した行政事務の効率化 

行政事務の効率化と生産性向上、職員の負担軽減、超過勤務の縮減を図るため、
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ロボテック・プロセス・オートメーション（ＲＰＡ）技術を活用し、職員が手入力

で行っている業務の自動処理化を進めます。 

具体的には、特にデータ量が多い税務課等で試行的に導入し、事務処理速度と市

民サービスの向上、職員の負担軽減の効果を検証しつつ、他の業務への拡大を検討

します。また、近年、ＡＩ（人工知能）は飛躍的に進歩し、全国の自治体では様々

な分野でのＡＩ導入が進められていることから、ＡＩ（人工知能）による議事録作

成機能を活用し、手入力による音声からの会議録作成業務の省力化・迅速化を図り

ます。 

 

１５ 新しい組織体制 

平成３０年度の退職者は１２人、令和元年度の採用者は１５人で、平成３１年４

月１日の職員数は４６１人となりました。これは、平成３１年３月に策定した「第

５次定員適正化計画」に基づき、子育て支援の充実のため、保育士・幼稚園教諭７

人を採用し、増員を図ったことによるものです。 

また、市政４期目のスタートの年であり、丹波篠山市誕生に伴う施策を着実に進

めるとともに、現在取り組んでいる定住促進、子育て支援、農都創造、景観まちづ

くりなどの主要施策や新しい行政課題に対応するため、令和元年度において次のと

おり組織体制の見直しを行いました。 

（1） 丹波篠山市誕生に伴う施策の企画立案・総合調整・推進を円滑に行うため、

また再生計画に代わる行財政計画を策定するにあたり、公共施設総合管理計画との

整合を図るため、政策部と総務部を再編し、「企画総務部」および「行政経営部」を

設置しました。 

（2） 高齢支援、障害福祉、児童福祉に関する相談、支援業務を一体的かつ円滑に

行うため、保健福祉部の福祉総務課と地域福祉課を再編し、「長寿福祉課」および「社

会福祉課」を設置しました。 

（3） 森林環境に関する施策を円滑に進めるため、農都創造部の農都環境課を再編

し、「森づくり課」を設置しました。 

（4） 観光ブランド戦略に関する企画立案・推進や観光客誘致・インバウンド対策

をより一層進めるため、農都創造部の商工観光課に「観光戦略係」を新設しました。

また、既存の観光及び商工に関する事務事業などを一体的に進めるため、観光係と

商工係を合わせ「商工観光係」としました。 
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（5） 新たな指導的専門職として、創造農村の実現に向けた施策を更に進めるため、

非常勤特別職の農都環境政策官を任用するとともに、観光客の誘致やインバウンド

対策をはじめとする観光ブランド戦略を進めるため、特定任期付職員として観光政

策官を任用しました。 

職員の人事管理については、臨時職員の任用において、令和２年度から新たに「会

計年度任用職員制度」となることから、円滑に移行できるよう準備を進めます。 

また、職員の育成については、研修や人事評価を通じて職員の主体的な職務遂行

や自己啓発を促すとともに、主事・主査級の若手職員を兵庫県市町振興課など県の

４つの部署にそれぞれ１名を派遣します。また、今後必要とされる政策立案能力の

向上をめざし、引き続き神戸大学と連携して実施する篠山イノベーターズスクール

に職員２名を参加させます。 

平成２６年度から市役所全体で取り組んでいる業務改善運動については、各職場

での取り組みを「くろまめカイゼングランプリ」で発表し、改善事例の共有化と職

員の意識改革に取り組むとともに、優勝チームを全国大会に派遣してきました。令

和元年度は、これまでの取り組みの集大成として、また、丹波篠山市誕生記念事業

として、全国各地の自治体職員が取り組んだ改善事例を一堂に集めて発表する「第

１４回全国都市改善改革実践事例発表会」を、丹波篠山市で開催します。 

 

１６ 令和元年度予算の概要 

   最後に、令和元年度予算についてご説明します。 

令和元年度当初予算は、骨格予算として編成したことから、今回の補正予算によ

り、新たな事業の追加や継続事業の拡充を行っています。 

まず、６月補正予算についてですが、一般会計の６月補正額は、９億４，０５３

万円となります。これは新しく誕生した「丹波篠山市」が世界に輝くまちとして発

展していけるよう、新たな事業の追加や拡充を行うとともに丹波篠山市の魅力を伸

ばし、丹波篠山ブランド戦略を打ち出して進めていくための予算となりました。 

６月補正後の一般会計の総額は２４２億８，２６８万円となり、対前年度当初予

算と比較すると、１１億９，３６８万円の増、率にして５．２％の増額となります。 

次に特別会計については、下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計が

企業会計となったことから４つの会計となり、６月補正後の合計が１０４億３，８

４５万円、企業会計については、３つの会計で、６月補正後の合計が８６億９，２
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８９万円となります。 

以上合わせました令和元年度丹波篠山市６月補正予算総額は、９億７，６９０万

円となり、補正後の予算総額は４３４億１，４０３万円となり、対前年度当初予算

比４３億９２３万円の増、率にして１１％のプラスとなっています。 

６月補正予算後の主な財政指標については、経常収支比率が９７．４％と当初予

算から変わらない見込みです。将来負担比率については、令和元年度当初予算では

１７９．８％でしたが６月補正予算後は１８２．３％となっています。市債の残高

は、平成１９年度末に市全体で１，０３５億円あったものが、令和元年度末には５

４７億１，０００万円となる見込みであり４８７億９，０００万円の減額、率にし

て４７．１％のマイナスとなり、篠山再生計画の着実な実行により市の借金は減少

しています。 

また、６月補正後の実質公債費比率は１７．６％となり、３０年度決算見込みは

１８．８％であることから改善が進んでいますが、今後も一層の健全化に向けた努

力を続けていきます。 

以上が令和元年度予算の概要です。 

 

１７ むすびに   

   「令和」には、自然や文化を大切に、人々が心寄せ合い、幸せに暮らす。という意

味がこめられています。 

   この新しい時代に、新しく誕生した「丹波篠山市」が、世界に輝くまちとして発

展していけるよう市議会の皆様、市民の皆様と力を合わせ、一生懸命取り組んでい

きます。 

以上、令和元年度の施政方針といたします。 
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