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平成２５年度 市政執行方針

１ 「篠山の時代」に向け前進

篠山市は、観光客が増え続け、おしゃれなカフェやギャラリーなどができ、テレビや

雑誌でもよく取りあげられるようになりました。また、篠山に住みたい人も増えつつあ

ります。めざす「篠山の時代」は、もうそこまで来ていると実感します。

そこで、平成２５年度は「篠山の時代」に向け前進の年とします。

農都、美しい街並みと景観、伝統文化、自然環境など、篠山の魅力を益々伸ばし、定

住促進、企業振興と雇用、子育て環境などに力を注ぎます。

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。

篠山再生計画推進委員会からは、「市債の繰上償還を積極的に行うなど着実に取り組

まれている」との意見をいただき、また、昨年１１月の日本経済新聞の全国版で「健全

化の歩みは着実」との評価をいただき、再生に向けて順調に進んでいると言えます。し

かし、実質公債費比率・将来負担比率の両方の数値について全国的に見ても依然として

高い水準にあり、収支のバランスが図れるのは７年後の平成３２年度であることから、

まだまだ予断をゆるさない状況にあるため、平成２５年度においても積極的に財政再建

に取り組みます。

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、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２５年度においても、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１３億５，１０３万円の改革効果
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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２５年４

月１日の職員数が４４９人となり、平成１９年度当初に比べますと１１６人の減となり、

篠山再生計画（行財政改革編）における目標を達成することができました。また、職員

の給与削減や特別職の給与削減を継続することで、８億２，０３６万円の効果額を見込

んでいます。

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

どを積極的に活用することで１億１，１７３万円の効果額を、また、事務事業の見直し

で３億５１２万円の効果額を見込んでいます。

一方、自主財源の確保では、平成２４年度に篠山警察署跡地および丹南支所跡地など

を約２億円で売却することができました。今後も引き続き売却可能な財産の調査を進め、

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、電話催告での

早期徴収、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

じて滞納額の減少を図ることとし、さらに、納付しやすい環境をつくるため、コンビニ

収納の導入税目の拡大に向けて環境整備を行います。

また、支払い能力を欠き、資産のない債務者にどう対応していくのかが課題となって

おり、債権管理の適正を図るため、債権の保全、徴収、内容の変更および消滅に関する

一般的基準を定める「（仮称）篠山市私債権管理条例」を制定し、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。

（１）明るいあいさつと応対

私は、市長就任以来、常に職員に明るいあいさつと応対に努めるよう訓示し、市

民の皆さんからも評価いただくようになりました。本年の仕事始めにあたっては、

足立議長から「笑顔で挨拶」という言葉をいただき、全職員が笑顔の挨拶を心がけ、

市民の皆さんから親しまれ、信頼される明るい市役所づくりをめざします。
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（２）ふるさと一番会議、こんにちは市長室、篠山市政出前講座

市民の皆さんに市政の現状等を報告するとともに、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２５

年度においても、６月から７月ごろまでの間、教育懇談会とあわせて開催し、市長、

教育長が出席します。

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年度から始めました市長がいろん

な団体や地域に出かけて意見交換を行う「お出かけ こんにちは市長室」は５回、

実施しましたが、平成２５年度も引き続き開催します。

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く「篠山市政出前講座」を充実させます。

（３）住民投票制度

住民投票条例の策定にあたり、昨年１月から、篠山市住民投票条例（仮称）検討

委員会を設置し、８回の検討を重ね、本年３月に報告書を提出いただく予定です。

篠山市自治基本条例の理念に基づき検討されたこの報告書を基に、篠山市にふさ

わしい住民投票条例の制定に向けて取り組みます。

（４）職員プロジェクト

職員によるプロジェクトチームについて、平成２５年度は「(仮称)企業の元気な

ふるさとづくりプロジェクト」、「（仮称）お堀にハスの花を復活させようプロジェ

クト」および「（仮称）まるいのガールフレンドプロジェクト」の３つについての

調査・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・協働の指針策定

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、ま

ちづくり協議会の活動や、ＮＰＯ、ボランティア、そして各種市民団体も活発な市

民活動を展開されています。

平成２４年度から「参画・協働の指針」づくりに取り組んでおり、平成２５年度

の早期に策定します。

（６）地区のまちづくり計画作成と事業実施への支援

平成２４年度に制定した「地区のまちづくり推進条例」に基づき、まちづくり協
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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るとともに、各地区

のまちづくり計画作成とそれに基づく活動を積極的に支援していきます。また、こ

れまで１９地区同一であった運営補助金の交付について、世帯割りを導入し増額す

るなど、見直しも進めていきます。

（７）市民プラザの充実

平成２２年７月に市民プラザを開設して以来、年々来訪者が増え、月平均で４６

０人、登録団体も平成２５年１月末で１０３団体となり、地域づくりなどに取り組

むさまざまな団体やグループ、市民の拠点施設となっています。

今後も、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

人登録などへの助言、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

を仲介するなど充実を図っていきます。

（８）公正な職務執行

平成２３年１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

報制度運用、不当要求には適切に対応します。

（９）市長室の開放

市役所本庁３階の市長室からは篠山城跡の眺望が大変素晴らしく、お花見の時期

には市役所開庁時間内に市長室を一般開放します。

４ 定住促進「ふるさと篠山に住もう帰ろう」

平成２５年度においても、引き続き市民あげて「ふるさと篠山に住もう帰ろう運動」

を進め、定住促進を推進していきます。

（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、若者・子育て世帯の

住宅新改築や子育てを応援しています。実施初年度には住宅助成が１０件見込まれ、

また、約７９０人が子育て応援補助の対象となりました。

平成２５年度においても引き続き、子育て世帯の住宅の新築や改修の助成、４、

５歳児の幼稚園・保育園の保育料の実質無料化に努めます。
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（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

しやすい環境をつくろうと、篠山口・相野と大阪・新大阪間の特急回数券（ＪＲ西

日本丹波路自由席回数特急券）の購入助成を行い好評です。平成２５年度は、篠山

口と福知山間の自由席特急券についても対象を拡大し、１カ月あたり１，５００円

を上限に半額助成します。

また、ＪＲをさらに利用しやすくするため、篠山口駅東口に一時駐輪場を設置し、

草野駅・古市駅・南矢代駅にそれぞれ屋根付き駐輪場を整備します。さらに、丹波

大山駅の公衆トイレを整備します。

（３）定住アドバイザー、（仮称）空き家管理活用条例の制定

市内１９地区に「定住アドバイザー」を配置し、篠山暮らし案内所と連携しなが

ら地域住民の皆さんと一緒になった空き家情報の収集、篠山暮らし希望者への相談

など、きめ細かな定住支援を進めます。

また、今後ますます増えると予想される空き家については、その適正な管理とと

もに有効活用が全国的な課題となっており、定住促進、観光、新規就農など、地域

の活性化につなげていくことも重要です。そこで、「（仮称）空き家管理活用条例」

を制定し、取り組みます。

（４）ハートピア北条団地

多紀地区の定住促進の拠点として、平成２４年度に販売単価を見直し、時価に見

合った価格であらためて宅地分譲を行い、５区画を販売しました。引き続き、平成

２５年度においても、市内や阪神間などに向けた販売促進に取り組みます。

（５）結婚相談室「輪～りんぐ～」の充実

平成２１年６月から市民センター内に開設している結婚相談室「輪～りんぐ～」

は、大きな反響を呼び、登録者数は約３００人、成婚組数は１８組に上っています。

相談日は火・木・土曜日の週３日ですが、今後も交流パーティーの企画やきめ細や

かな相談により、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
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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。

学校教育においても、教職員および児童生徒が地域をより深く知り、地域の良さ

やふるさとの恵みにふれる活動を実施します。教職員が校区を巡り、地域素材の教

材化を図り、特色ある教育活動を展開します。児童生徒が校区の名所旧跡、自然、

産業等にふれることを通して、ふるさとへの愛着心を育みます。

（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

平成２１年度から、順次、進めています預かり保育については、篠山・たまみず

・岡野幼稚園区が未実施となっています。私立ささやま保育園が平成２６年度から

の認定こども園への移行をめざし、また、私立富山保育園も平成２７年度からの認

定こども園への移行をめざしており、これを支援していきます。両認定こども園が

整備されるまでの間、これらの幼稚園区において暫定的な預かり保育が実施できる

よう取り組みます。

なお、味間認定こども園においては、本園と分園に分かれていることから、園の

連絡体制、保護者会運営などに加え、園児増加の課題も指摘されているため、将来

的な方向性を検討します。

（２）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。

また、新たに小児(１歳～１５歳)のインフルエンザワクチン接種の費用助成を始
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めます。具体的には、１２歳までは１回目２，０００円、２回目５００円、１３歳

から１５歳までは１回のみ２，０００円をそれぞれ助成します。

（３）乳幼児、こども医療費助成、聴覚障害予防

乳幼児、こども医療費の助成については、引き続き中学３年生までの入院の無料

化と小学６年生までの通院助成を行います。

また、新たに市内の産科医療機関に対し、新生児聴覚検査機器購入助成金を交付

することにより、産科医療機関の機器の整備をはかり、新生児の聴覚検査による聴

覚障害の予防をめざします。

（４）子どもの意見を聴く場づくり

平成２４年度に篠山市子育ていちばん条例に基づき、子どもの意見を聴く場とし

て第１回こども会議を開催しました。平成２５年度においても、引き続き、子ども

の意見を聴く場として、第２回こども会議を開催します。

（５）妊婦健康診査、妊婦歯科検診

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の助成と妊婦歯科検診を実施します。

（６）（仮称）篠山市教育支援センターの設置、（仮称）いじめ防止条例の制定等

篠山市では、これまで篠山市適応指導教室・ゆめハウスにおいて不登校支援に取

り組んできましたが、その機能に加え、いじめや暴力行為等の問題行動を未然に防

いだり、生徒指導上の諸問題を解決するため、「（仮称）篠山市教育支援センター」

を設置します。加えて、市内の学校において、保護者や地域住民からなる協議会を

設け、地域に開かれ、地域とともにある学校づくりに向けての取り組みを始めます。

また、社会的に大きな課題となっているいじめの防止について、地域あげて対応

するため、「（仮称）いじめ防止条例」を検討し制定します。

（７）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。

市内の高校に通う市内の高校生の遠距離通学助成制度をスタートさせ、約２００

人の生徒の保護者の皆さんに活用いただきました。平成２５年度も引き続き公共交

通機関の利用者には月額１５，０００円を超える全額を、公共交通機関を利用しな
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いで１０キロメートル以上通学する場合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、景観条例および景観計画を運用し、

地域の特性に応じた良好な景観形成を図ります。

景観を構成する重要な要素である屋外広告物については、街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、条例の制定に向けて兵庫県

と協議のうえ、「（仮称）篠山市屋外広告物条例」を制定します。

また、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

篠山市まちづくり条例を適正に施行し、地域の合意が得られる質の高い開発を誘

導します。

大規模小売店舗の立地に際しては、平成２４年度に施行した篠山市特定商業施設

における適正な事業活動の推進に関する条例に基づき、２４時間営業を規制し、周

辺の地域の生活環境の保全に努めます。

計画的な土地利用が必要である東岡屋地区、丹南篠山口ＩＣ周辺地区および城下

町北地区の３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申請を行います。

また、地域の独自性と創意工夫を発揮した里づくり計画については、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が、現在、策定を進められてい

る上立杭地区と検討中の宇土地区に対し積極的に支援します。

（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
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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。

篠山市では篠山市国土利用計画を平成１５年に策定していますが、１０年を経過

しますので、従前の内容を概ね踏襲することになると考えられるものの、平成２５

年度には改めて計画策定を行い、あわせて条例に位置づけておくことを検討します。

また、都市計画法に基づく篠山市の都市計画に関する基本方針、いわゆる都市計

画マスタープランについても、篠山市国土利用計画の見直しと併せて２カ年にわた

る策定作業を進めています。これまで、農都篠山のあるべき都市像を示すべく計画

策定の根幹となる基礎調査について、市民アンケートを実施し、現状を分析しなが

ら、平成２５年度にその成果を生かした全体構想および地域別構想について取りま

とめます。

（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、これまでに１１項目で取り組みを始めています。平成２５

年度はこ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。

具体的な施策としては、①市民主体で篠山の環境を考え行動する篠山環境みらい

会議による環境教育・エネルギー・里山再生への取り組みや環境イベントの開催、

②学校や家庭で広がりを見せている山の芋、ゴーヤ、ヘチマなどの緑のカーテンの

さらなる普及を篠山東雲高等学校との協働による促進、③廃棄物の資源化率向上と

可燃ごみの減量を図るための拠点回収を継続実施、④環境学習を支援するエコティ

ーチャーによるおもしろ環境講座の実施、⑤太陽光発電設置補助金制度を継続し、

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進めます。

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）森の学校復活大作戦―生物多様性ささやま戦略―

私たち篠山の豊かな自然環境を保全するとともに、失われつつある生物の生息環

境を再生し将来に引き継いでいくため、本年３月、「森の学校復活大作戦―生物多
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様性ささやま戦略―」を策定し、さまざまな事業に取り組みを始めます。

この戦略では、篠山市の生きものの現状やこれまでの市民の皆さんの取り組みを

紹介するとともに、今後の具体的な生物多様性への基本方針などを示しています。

そして、この方針に基づき、生物多様性推進委員会を設置し、市民の皆さんによる

生きもの生息環境保全活動への助成や、行政において河川、水路を改修するときな

どは生物多様性に配慮した工法を導入していきます。

また、あわせて生物多様性の配慮指針として、「未来につなごう美しい篠山の自

然と生きもの―わたしたちのひと工夫集－」を作成し、市民あげての取り組みを進

めます。

（６）お堀の浄化とハスの花の復活

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、北堀に引き続き、平成２５年度も多くの市民の参

加を得ながら、東堀の池干しと清掃作業を実施し、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。

また、南堀にハスの花を復活させ、北堀などにボートを浮かべられるように、庁

内プロジェクトチームを結成し検討を行います。

（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。

国指定史跡である篠山城跡および八上城跡の適切な保護・管理・活用を行いま

す。篠山城跡については、内堀石垣の復元整備を計画的に実施し、定期的に堀のゴ

ミ回収等を行うなど、良質な環境、景観の維持向上に努めます。また、八上城跡に

おいて登山道などの整備を行います。

篠山城下町と福住地区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

修理およびまちづくりを保存地区住民と連携しながら進めます。平成２５年度につ

いては、伝統的建造物等８件の保存修理を行います。

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。
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また、農業や特産の研究や開発に取り組んでいる篠山東雲高等学校との連携を強化し

ていきます。

（１）有害鳥獣対策

金網による獣害防護柵は、平成２３年度までに２７１キロメートルが整備済みで

あり、このうち平成２４年度は６３キロメートルを設置しました。今後、継続中の

後川地区、市野々、安口地区で整備を進め、工事完了をめざします。

獣害柵設置の必要性がありながら、取り組みが進んでいない地域（大山、大芋地

区など）では、継続して獣害対策や獣害柵設置にかかる説明会を重点的に実施し、

地域の皆さんとともに協議を積み重ねていきます。

特にサル対策については、あらゆる対策を講じていきます。

平成２４年度から、農家負担を５％に軽減し、サル用電気柵の設置を始めました。

４６集落から設置に向けた要望がありましたので、平成２４年度は畑地域ほかでモ

デル的に設置し、平成２５年度から２カ年で要望のある集落に設置を進めます。さ

らに、サルが出没しにくく、追い払いがしやすい環境を整備するため、新たに集落

が行う林辺整備活動を支援する補助制度を創設します。

また、これまでから取り組んでいるサル追い犬のさらなる育成、集落ぐるみの追

い払いに向けた研修会の開催、集落の皆さんがロケット花火や電動ガンで効果的な

追い払いをしやすいよう、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の提供を進めていきます。

今後とも、兵庫県森林動物研究センターと連携し、ありとあらゆる取り組みを行

い、被害軽減に努めます。

シカやイノシシなど有害鳥獣の駆除対策では、篠山市猟友会と連携し、年間を通

して銃器やわなによる駆除を実施します。

また、有害鳥獣捕獲従事者の確保のため、銃猟・わな猟に従事するための資格取

得経費を全額支援、駆除に対する報償金の支給、駆除にかかる弾薬の支給などを実

施します。

（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。

集落の農地は集落で守るという考えから、現在１８人の集落営農推進員を中心に
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地域の現状把握や課題の検討を進め、人・農地プランの作成や市単独農業用機械導

入事業を推進しながら、地区の中での中核的な集落営農組織の育成、集落営農組織

の法人化を進めます。

大規模農家の育成では、現在４０人を認定農業者として、市内の約１３パーセン

トの農地を耕作されていますが、引き続き、資金借り入れに対する利子補給や機械

導入に対する国県補助金の活用に対しては積極的な情報提供と支援を行います。

市内には平成１９年度以降、４５人の新規就農者の方に活躍いただいています。

兵庫県内でも京阪神間から近いことや数々の特産作物を有していることから、新規

就農にかかる相談は多い状況となっています。新規就農を希望される方が、市役所

に来れば何でも相談できるよう相談窓口の体制を充実させ、住宅の確保や農地の確

保についての支援を行います。

（３）特産振興

特産振興については、丹波篠山黒豆、丹波篠山山の芋、丹波篠山栗、丹波篠山茶

など農業改良普及センターや農業協同組合など関係機関と連携を図り、肥培管理・

適期栽培の指導、栽培農家の育成・確保を図り、さらに全国に対し、篠山の特産を

積極的にアピールしていきます。

このなかでも、山の芋は最盛期の２００ヘクタールから５２ヘクタールまで栽培

面積が大きく落ち込んでいます。２年目を迎える山の芋スクールをさらに充実させ

るとともに、面積拡大にかかる支援や山の芋栽培マニュアル本の活用を始めます。

さらに、今後とも、栽培農家の皆さんの意見を積極的にうかがい、効果的な支援

策について検討していきます。

丹波篠山茶では、新たに味間奥地内で丹波篠山茶工場が稼働し、丹波篠山茶生産

組合の皆さんで運営をされることとなっていますので、その運営方法などに対する

支援方法を検討します。

丹波篠山特産物の普及ＰＲでは、東京都庁全国ＰＲイベントへの参加など、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するとともに、阪神間にお

けるＰＲ活動の充実を図ります。

６次産業化の推進については、去る２月１６日の篠山楽農スクールの最終講座で、

「個々の農家やグループで加工、販売を工夫すれば価値がより高まる」とのお話し

があり、また現在、企業と雇用の戦略会議で検討がなされており、小規模な事業へ
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の補助制度、規格外農産物の活用などの指摘がなされています。篠山市では、現在、

国の認定を受けた事業者が４社（者）（株式会社アグレッサンス、構井正氏、株式

会社丹波篠山大内農場、集落丸山）あり、篠山の特産物を利用した事業化を進めて

います。今後、これらがさらに広がるよう、平成２５年度に推進方策をまとめ取り

組みます。

（４）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。

したがって、現状の面積を計画的に維持するよう努めるとともに、農業振興地域

の農用地は、現状面積３，５０１ヘクタールを確保し、将来に引き継ぎます。

国では、農業用施設の安全の確保、そのための耐震調査・点検、ハザードマップ

の作成を推進しており、篠山市では、震災対策農業水利施設整備事業を活用し、平

成２４年度から平成２６年度までの３カ年で、かんがい受益２ヘクタール以上のた

め池について点検・調査を実施します。

また、ため池整備では、県営ため池整備事業で、緊急経済対策予算とあわせて、

小多田・ヒジ山池の整備を継続し、真南条上・宮の奥池の事業計画策定、小枕・馬

口池の実施設計を行うとともに、農村地域防災減災事業で西岡屋・小谷池の整備を

行います。

集落道路整備では、中山間地域総合整備事業、むらづくり交付金事業を活用し、

口県守・高倉の集落道の整備を進めます。

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ついては、

十分な成果が得られておらず、本年３月に策定予定の「生物多様性ささやま戦略」

に基づき、篠山市の自然環境に配慮した工法を積極的に採り入れられるよう努める

とともに、技術者の育成に取り組みます。

農地・水保全管理支払交付金事業の取り組みでは、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の３年目、そして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の２年目を継続して支援します。

（５）里山整備

森林や里山は、かつて生活に必要な薪や炭を調達する場であり、子どもたちの遊
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び場や地域の憩いの場として生活に密着していましたが、生活様式の変化などによ

って、森林や里山は放置されています。

平成２５年度は、垣屋などでの森林経営計画の策定、川阪などでの作業路改良を

実施するほか、手入れ不足の杉・桧を伐採し、その跡地に広葉樹を植栽する混交林

事業には味間南、本郷、宇土の３地区で取り組みます。また、森林管理１００％作

戦事業で６８ヘクタールの間伐に取り組みます。

また、平成２２年度から始めた里山整備の基礎的な知識を学ぶ篠山里山スクール

は３年間で４６人に参加いただき、卒業された方で自主的な活動も始まりかけてい

ます。

地域の皆さんが主体となり魅力ある里山を取り戻す活動に助成する里山彩園事業

には１３団体が取り組まれており、里山整備の機運を盛りあげるこのような活動へ

の支援を継続します。

さらに、学校、自治会、まちづくり協議会と連携しながら、緑がきれいな５月に

子どもたちや市民あげて山に親しむ機会を設けるとともに、ドングリを育て山に帰

していくどんぐりプロジェクト、現在の人工林がどのような状況なのか確認できる

森の健康診断事業などに取り組みます。

しかし、これらの事業、活動を続けても、篠山市全体からするとわずかの部分し

か手が入りません。

そこで、篠山市の山林の全域について、今後１０年ないし２０年の間に間伐や里

山整備を推進していく方策について、現在、篠山市森づくり構想策定委員会で検討

中ですので、この検討を受け、平成２５年１０月を目途に篠山市森づくり構想を策

定し、積極的に取り組みます。

（６）森林バイオマス

地域の皆さんや里山スクールの受講者、里山彩園実験事業に取り組んでいる団体

による里山整備で伐採された間伐材等を貴重な森林資源として有効活用するため、

伐採された木を集積し、木質ペレットや薪、木質チップに加工して、ストーブなど

で利用する木の駅事業への支援を継続して実施し、里山再生を目的とした森林資源

の活用に取り組みます。この取り組みの一環として、ペレットストーブをさらに支

所に２台設置し、合計５台とします。
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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、本年３月に策定予定の篠山市企業と雇用の戦略会議の報告に基づき取

り組みます。また、平成２５年度も地道な市長のトップセールスを続けます。

（１）市内企業の振興

平成２４年度に開催した篠山市企業と雇用の戦略会議において、新たな企業の誘

致とともに、いま市内で活躍されている企業の支援がより大切であるとの指摘がな

されました。したがって、平成２５年度においては、これまでの工場等施設整備奨

励金や雇用促進奨励金に加え、制度の拡充について具体的な支援策を検討します。

また、地元雇用の拡大を図るため、企業紹介展の開催、ホームページでの企業紹

介、企業紹介ガイドブックの配布、企業見学会に加え、平成２５年度は市内企業の

採用担当者と、大学・専門学校・高等専門学校の就職担当者との懇談会の実施や、

市内企業や高校との連絡をさらに密にし、新規学卒者や市外への進学者および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な情報発信に取り組みます。

（２）企業誘致

平成２４年度は１月までに２０３社の市長のトップセールスを行いました。平成

２５年度についても地道な努力を続けるとともに、篠山市出身者や市民にも広く呼

びかけます。

また、農工団地への誘致については、用地が農地のままで地権者も多く価格も定

まっておらず、不利な条件にありますが、企業訪問のなかで、「～食と農の工房団

地～農都の森構想｣に対する企業の反応が良いことから、平成２５年度は、この構

想の中心となる篠山中央地区を重点的に取り組み、食品関連企業を中心に現地見学

会を開催しＰＲしていきます。あわせて、市内には空き工場・空き土地もあり、こ

ちらの方が早期の立地が可能であるとも言われており、それらを整理してＰＲしま

す。

（３）起業支援

平成２４年度から、にぎわいの創造による地域活性化や定住促進、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」を市内全域で実施し、イタリア家庭料理店をはじめ、
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吹きガラス工房、簡易宿泊施設など、６件の起業を促進することができました。

平成２５年度も篠山市定住促進重点地区を中心に起業支援事業を実施します。

（４）商工振興と（仮称）篠山市商店街いきいき委員会の設置

平成２５年３月に制定予定の篠山市商工業振興基本条例に基づき、市民あげて商

工業振興に取り組むとともに、「（仮称）篠山市商店街いきいき委員会」を設置し、

商店経営者、市民、消費者、専門家を交えて議論し、夢と活力のある商店街づくり

をめざします。

（５）住宅リフォーム助成事業

平成２３年度から、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

ムを行った場合にその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

万円となっており、平成２４年度には直接の経済効果といえる工事費が約１億６千

万円に達しました。平成２５年度も引き続き助成事業を実施します。

（６）観光

篠山市には、デカンショ祭や丹波篠山味まつり、丹波焼陶器まつりなどの集客イ

ベントや地域でのお祭りや催しのほか、美しい町並みや歴史文化、地場産業や大自

然が育んだ特産物など多くの観光資源があり、それらの魅力を体験する観光スタイ

ルも定着しつつあり、観光客は毎年、確実に増え続け、年間１８０万人と言われま

す。これからも、丹波篠山らしいまちづくりを進め、観光客が何度も訪れたいまち

をめざします。

先日のこども会議で城南小学校から提案のあった市内の観光資源となる「お宝」

を小学生が選び、そこを訪れるとパズルのピースをもらうことができ、そのパズル

を完成すると景品がもらえたり、商店街で割り引きを受けられるという「（仮称）

丹波篠山お宝マップ」に取り組みます。

丹波篠山の魅力を伝える取り組みとして数多くのイベントを開催しており、特に

丹波篠山味まつりは多くの観光客がありますが、農産物の販売にあたり地元の団体

が入りにくいなどの課題もあります。そこで、農都篠山で開催する味まつりとして、

市内の伝統食を発掘や提供、地域団体が参加しやすい環境を整えていきます。

築城４００年祭で誕生した「まるいの」については、大変、活躍していますが、

ガールフレンドなどのお友だちを作って、さらなるイメージアップを図ります。
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また、近年の登山ブームにより市外からの登山客が増えるなか、一部の愛好家だ

けではなく市民の皆さんにも篠山市の素晴らしい自然ときれいな景色を身近に、そ

して、安全に体験して山の魅力を楽しんでいただくため、市内の登山コースを点検

調査し、コースマップを作成したり、整備の必要な個所などを調査します。

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、総延長８３１キロメートルです。

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

る修繕箇所の把握および自治会等からの要望を受け、緊急性を考慮するとともに、

自治会からの要望については、必要性、緊急性を見極め、原則として２年以内に適

切な工法で対応するよう取り組みます。

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年度から引き続き実施し、早期の供用開始に向けて進めていきます。

また、懸案の市道西岡屋立町線（西岡屋および東岡屋地内）の歩道拡幅工事のほ

か、平成２３年度に策定しました橋梁長寿命化修繕計画に基づき、大山谷橋（大山

上）、出合１号橋（向井）、山ノ口橋（味間南）で橋梁修繕工事を実施し、安全確保

に努めます。

重伝建地区の河原町を中心に大変多くの観光客が訪れられており、その駐車場が

必要とされるため、ＪＲバス本篠山跡地を借り受け、観光客やイベント時の駐車場

として活用します。

河川については、川北川など洪水による河床侵食による護岸崩壊箇所の復旧を行

い河川の機能回復を行います。また、本年３月に策定予定の篠山の川づくり指針や

生物多様性ささやま戦略に基づき、篠山の自然を活かした川づくりを進めるととも

に、コンクリート張り河川から、自然を活かした河川へ再生するなどの自然再生事

業の進め方について調査、検討します。

（２）公共交通

篠山市において、公共交通の確保は暮らしを守るうえで必要不可欠なものとなっ

ています。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
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行、乗合タクシーの運行助成を行っています。これらに合わせ、平成２５年度は、

公共交通ガイドブックの更新、コミュニティバスのデザイン変更やお試し乗車など

の市内公共交通の利用増進に積極的に取り組むとともに、地域で行われているボラ

ンティア輸送についても、大芋、西紀中、今田地区をモデル地区として設定し、市

民の皆さんの意見などを聴きながら、利用しやすい公共交通に向けて取り組みを進

めます。

（３）上水道

平成１２年度から事業を進めてきました西紀中簡易水道拡張事業は、平成２５年

度に施工する西紀ダムからの導水管布設工事等をもってすべて完了します。西紀ダ

ムの本体工事が平成２５年秋の完成に向けて進められており、水質検査や機器の調

整を行った後、平成２６年秋からのダム水を原水とする給水をめざします。

平成２４年度に策定した篠山市水道ビジョンおよび管路更新計画に基づいて、老

朽管等の更新工事を６路線実施します。老朽管の更新として２１０ｍ、道路改良に

伴う工事として６００ｍ、漏水対策として２７０ｍ、水質保全対策として３００ｍ、

合計１，３８０ｍの管路を更新します。

また、篠山市水道ビジョンの設備更新計画に基づき、経年劣化している後川浄水

場ろ過設備更新事業および下原山加圧ポンプ更新工事を実施します。

また、塩素等の浄水薬品漏出事故の対策として、平成２４年度から４年計画で実

施しています設備および施設の改良工事を引き続き実施します。

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

あさぎり苑で処理した乾燥汚泥については、汚泥肥料として登録申請するために

必要な各種試験を行い、平成２５年度には農林水産省の認証が得られる見込みであ

り、その利用促進を図ります。

下水道施設の統廃合については、これまで各地域において説明会を開催し、概ね

のご理解が得られた地域もありますが、一部処理区では協議を継続しており、引き

続き、統廃合計画の説明を行うとともに、処理施設の耐用年数や機器の劣化状況な

どを勘案しながら統合計画の推進を図ります。

下水道処理施設長寿命化計画に基づき、篠山環境衛生センターおよび西紀中央浄
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化センターの老朽化した機械や電気設備の更新工事を実施し、安定した汚水処理機

能を確保することにより、公共用水域の水質保全を図ります。

（５）市営住宅

市内には２７団地５４１戸の市営住宅があり、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２５年度は篠山市営

住宅長寿命化計画に基づき、音羽住宅および中野改良住宅の外壁等改修工事を実施

し、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、耐用年数の経過など老朽化により、西新町南住宅、堂山住宅、東新町住宅

など８団地は用途廃止を予定しています。これらの住宅の入居者の方に引き続き他

の市営住宅への移転をお願いしていきます。そして、すでに入居者の方の移転が進

んでいる住宅については、跡地を含め土地の利活用を図っていきます。

１０ 住みよいところは篠山市づくり

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、救急医療、看護人材対策

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、地域医療のさらな

る充実に努めます。

平成２４年の市全体の救急搬送人数は１，８５２人で、平成２３年と比較すると

７２人増加し、うち１，２２５人が市内病院に搬送されています。市内各病院のご

努力により可能な限り受け入れをしていただいていますが、今後も救急要請は増加

することが予測されますので、救急医療を担う医師および救急隊員を交え、篠山市

救急医療体制調整委員会を開催し、市内医療機関の１次救急と２次救急の役割分担

や専門医師の効果的な配置などを検討していきます。

篠山市内では看護人材が不足してきていることから、市内の医療機関で看護業務

に従事する意思のある方に対し、修学上必要な修学資金を貸与する制度を設けると

ともに、現在、看護師資格をお持ちの方の効果的な活用方策について、看護人材確

保育成対策検討委員会において早急に検討します。
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（２）国民健康保険の健全運営

篠山市では、高齢化や医療の高度化等によって国民健康保険の財政運営は厳しい

状況になっていますが、できるだけ国民健康保険税の値上げをしないため、医療費

の適正化に取り組みます。レセプト点検の強化、ジェネリック医薬品の普及啓発を

はかるため、「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」（差額通知）を行うとともに、

ジェネリック医薬品検討委員会において検討します。また、特定健診等の受診率向

上に努めます。

（３）健康づくり、介護予防

篠山市では、兵庫医科大学のピロリ菌に関する研究を活かし、胃がんゼロのまち

をスローガンに掲げ、平成２４年度から胃がんリスク検診を実施しています。これ

は胃がんの原因とされるピロリ菌の抗体と胃炎の状態を見るペプシノゲン検査によ

り胃がんになり易いかどうかを判定する検査で、平成２５年２月現在の受診者数は

９７８人と大変好評です。そのうち、４０歳の節目者を対象とした無料検診につい

ては２月現在の受診者数は５９人となっています。平成２５年度については、無料

検診の節目対象者に２０歳を追加し、より若い年代からの積極的な胃がん予防に取

り組みます。

介護予防では、ノルディックウォーキングやインターバル速歩などの効果的なウ

ォーキングを通した健康づくりを、まちづくり協議会やスポーツクラブ２１と協働

して行います。平成２５年度は市内３カ所のまちづくり協議会あるいはスポーツク

ラブ２１の拠点において、ウォーキングを通した健康ひろばづくりを行い、高齢者

の健康増進や介護予防につなげます。

西紀運動公園などを利用し、高齢者に対する水泳指導を行うことで水中運動の楽

しさを知ってもらい、継続利用を促し、高齢者の健康増進を支援します。

（４）高齢者福祉の充実

平成２５年１月１日現在で市内の６５歳以上の高齢者の方は、男性５，２４４人、

女性７，３５９人、合計１２，６０３人で、高齢化率は２８．５％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、高齢者のみなさん

や障がいのある方が地域で孤立しないように、またいつまでも住み慣れた地域で安

全に安心して暮らせる地域社会づくりを進めます。

具体的には、ふくし総合相談窓口の充実、地域住民と宅配事業者などがともに見
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守る「ささやまマメに見守り隊」、会員相互の援助システム「見守り支援サポータ

ー事業」などに取り組みます。

また、高齢者の方がボランティア活動を通じて、社会参加・いきがいづくり・介

護予防の促進を図り、より健康で元気に暮らせる地域社会づくりをめざすことを目

的として新たに「介護支援ボランティアポイント制度事業」を実施します。

高齢者の在宅生活支援では、権利擁護事業、敬老会、デイサービス、給食サービ

ス、外出支援サービス、緊急通報装置の設置、日常生活用具・介護用品の給付など

生活を支援する事業に引き続き取り組みます。

また、高齢者の介護予防や健康づくりを支援するため、市内プールの利用助成、

こんだ薬師温泉を活用した「お達者クラブいきいき塾」を継続します。

さらに、増加する認知症高齢者に対する適切なサービスを提供するため、認知症

対応型共同生活介護施設（グループホーム）と小規模多機能型居宅介護施設をそれ

ぞれ１カ所ずつ整備します。

（５）障がい者福祉

本年４月から、これまでの障害者自立支援法にかわって障害者総合支援法が施行

されることとなり、障がい者の範囲に難病等を加えるなど国の制度が変わるなか、

篠山市では昨年３月に策定した障がい者基本計画、障がい福祉計画をもとに基本目

標に掲げています「障がいのある人が安心して暮らすまち」をめざします。

また、本年４月から、障がい者の法定雇用率が引きあげられます。篠山市におけ

る障がい者の就労支援については、引き続き、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、さらに、障がい者雇用の拡大への

きっかけとなるよう、市役所内の事務的軽作業についても就労する障がい者を増や

すなど支援を拡大していきます。年々利用者が増え続けている障がい福祉サービス

については、各事業所の利用状況を踏まえ、一人ひとりのニーズを集約して、サー

ビスの需用に応じた量と質の確保に努めていきます。

さらに、平成２５年度から、じん臓機能障害により人工透析治療を受けている方

の経済的負担の軽減を図るため、人工透析治療法を受けるための通院交通費の一部

を助成します。

交流事業や文化活動については、全国車いすマラソン大会や障害者スポーツフェ

スティバル、スポーツ教室、ふれあいクリスマス会などを引き続き開催し、障がい
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者支援施策の充実に努めます。

（６）生活保護、ひきこもり、自殺対策

生活保護受給者は、近年の社会経済状況を反映し、平成２５年１月１日現在では

１５４世帯１９８人と過去５年間で５５世帯７６人増加しています。篠山市の増加

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が原因で就

労できない人が多くなっています。このため、今後もハローワークなど関係機関と

連携を図り、自立支援プログラムを活用して１人でも多くの自立生活をめざします。

内閣府調査に基づいた市内ひきこもり者の予測数は２００人程度ですが、実態は

不明です。ひきこもり支援検討委員会において、関係機関との情報交換や実態把握

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。

昨年の全国の自殺者数が１５年ぶりに３万人を下回りましたが、篠山市の自殺率

は県内でも高く（３９．６人／人口１０万人あたり）、自殺予防対策は重要です。

地域において、見守り、気づきの役割を果たすゲートキーパーの育成や市役所窓

口職員の研修、こころの健康フェアの開催など、多面的な自殺予防対策に引き続き

取り組みます。

（７）人権尊重のまちづくり、男女共同参画、多文化共生

本年１月から施行しました篠山市人権尊重のあたたかいまちづくり条例に基づい

て、人権尊重のあたたかいまちづくりを進めます。

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。

平成２４年度に策定しました第２次男女共同参画プランに基づき、男女共同参画

の取り組みを進めます。具体的には、女性の社会参画を促進するためのセミナーや

講座を開催するとともに、自治会やまちづくり協議会など地域コミュニティにおけ

る女性の参画向上のため、自治会の住民学習などで男女共同参画をテーマにしてい

ただくなど女性が参画しやすくなる施策を推進します。また、篠山市女性委員会の

提言を施策に取り入れるなど、女性の意見を市政に積極的に反映します。

篠山市には５００人を超える外国人住民の方が住んでいます。そして、なかには
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言葉や文化の違いに慣れずに困っている人もいます。引き続き、外国人住民の生活

支援に取り組んでいる篠山国際理解センターと連携しながら、外国人住民が安心し

て暮らせるよう、多文化共生社会の実現に取り組みます。

（８）事前登録型本人通知制度の実施

平成２５年４月から、事前登録型本人通知制度を実施します。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に、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するもので、この制

度の実施により、不当な身元調査など第三者等による不正取得の抑止をはかります。

（９）防災

地域防災計画については、防災会議に女性委員を登用し、女性の視点を入れなが

ら計画の修正を進めています。平成２５年度においても、こうした取り組みを続け

ながら、高齢者、障害者、女性、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２５年１月

までに９９自治会で取り組まれ、平成２５年度も３０自治会で作成いただく予定で

す。また、各地区の防災訓練についても、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、各地区の訓練が積極的に行われるように支援いたします。

また、現在、災害時要援護者に対する個別避難支援計画を進めており、自治会お

よび民生委員、児童委員の協力を得ながら平成２５年度中に完成させ、災害時要援

護者の避難体制を地域と行政で構築していきます。

福島第一原子力発電所の事故による放射能汚染については、非常に深刻で大きな

被害をもたらしています。篠山市は大飯や高浜の原子力発電所から約５０キロ圏に

位置することから、市民の健康や安全を確保するための対策を早急に整備する必要

があり、平成２４年度に原子力災害対策検討委員会を立ちあげ、専門家や市民の皆

さんに協議いただくなかで、平成２５年度には原子力災害対策をつくりあげます。

また、平時から放射能の数値を計測するため、放射能測定器を市内８カ所に設置し、

その数値を市民の皆さんに公表します。

また、災害時などの情報伝達手段として今田管内で放送していますオフトーク放

送が平成２７年２月で終了となります。これは事業者であるＮＴＴから、加入者の

減少と設備の更新・修理および保守管理が困難になったことを理由に全国的に終了

する旨の申し入れを受けたためであり、オフトーク放送に替わる防災ラジオの導入
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について地元の皆さんと検討を進めていきます。

（10）消防、救急業務

平成２４年の火災件数は２１件となっています。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年度から

創設した機能別消防団員制度を活用します。また、消防本部と消防団の連携をさら

に図り、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、旧丹南支所跡の消防団詰所兼車庫の新築、下原山・小田中

の防火水槽新設工事を行います。

平成２４年の救急出動は１，９０６件と過去最高であり、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あります。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２５年度はさらに１人の養成を行います。

また、救急救命士が救急車内で使用できる喉頭鏡にＣＣＤカメラとモニター画
こうとうきょう

面を内蔵したビデオ硬性喉頭鏡を新たに２台を導入します。これによって、安全確

実に気管挿入ができるため、救命率の向上につながります。

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。平成２４年度で電波伝搬調査、基本設計が完了しましたの

で、平成２５年度に実施設計を行い、期限までに移行できるよう取り組みます。

住宅用火災警報器については、依然として低い水準となっています。引き続き、

各種講習会や訓練指導等の機会を捉え、パンフレットの配付を行うなど、より一層

住宅火災予防の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きます。

また、昨年７月に暴力団排除条例を制定し、市内で開催される祭礼等から暴力団

を排除するため、警察等の関係機関と連携しながら必要な施策を行っていきます。

交通安全については、平成２４年から死亡事故ゼロを続けていますが、事故件数



- 25 -

は平成２３年に比べ若干増えてきており、篠山警察署や交通安全協会など関係機関

とも連携しながら交通安全の啓発に取り組みます。

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

ていくとともに、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。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、必要な防犯灯や街路灯の設

置を進めます。

篠山市では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ており、相談件数は年間のべ１２０件を超え、携帯電話・

パソコンによるワンクリック請求をはじめ、高齢者をターゲットにした投資関連の

相談が増えています。生活苦の相談については、ふくし総合相談窓口などと連携し

て、生活再建が出来るよう情報を共有しながら継続的な相談を実施していきます。

また、市内の各地区でも月２回の出張による消費生活相談を実施し、市民が安心

して暮らせる地域づくりのために取り組みます。

１１ 平成２５年度のシンボル事業

（１）創造農村と創造都市ネットワーク

篠山市の魅力を活かしながら観光や農業など、まちを活性化していくため、まず、

本年１月に設立された「創造都市ネットワーク日本」に参加する約３０の自治体と

の連携を深め、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ます。

平成２５年度においては、篠山市創造都市推進計画を策定し、創造的なまちづく

りについて、全体像を明確に示すとともに、市民活動への支援や連携など、市をあ

げた取り組みにつなげていきます。さらにユネスコ申請の準備とユネスコへのＰＲ

活動を進めていきます。

（２）全国の自治体とのネットワークづくりと交流

平成２３年度から、篠山市とゆかりのある自治体と災害相互応援協定を締結し、

自治体交流にも取り組んでいます。

平成２５年度は、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、愛知県犬山市、高知県宿毛市、そして、愛媛県愛南町の８市町との

交流を積極的に進めていきます。また、市民や団体同士の交流も大切なことから、
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事業者や団体による物産交流やＰＲ、視察や研修などへの支援、市民の皆さんによ

る交流都市への訪問などを支援する制度を始めます。

（３）エネルギービジョンの策定

篠山環境みらい会議と庁内プロジェクトチームで検討を進めている新しいエネル

ギービジョンを策定し、将来的には自然再生エネルギーを中心とするエネルギーの

地産地消をめざします。

（４）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、これまでに

６０３件、５，２２３万５，６８３円をいただき、篠山ふるさとガイドブックの作

製や消防広報車両の購入などに充てさせていただいています。しかし、平成２４年

度は６０件、３７４万５，６９１円にとどまっているため、さらなるＰＲに努めま

す。

また、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、マスコミや

イベントなどを通じて篠山をＰＲしていただいています。昨年５月には原田伸郎さ

ん、本年２月１１日には小倉百人一首競技かるた名人の岸田諭さんに加わっていた

だきました。引き続き平成２５年度もそれぞれの分野でご活躍いただき、篠山の名

を広めていただきます。

このほか、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

れる機会を活用し篠山をＰＲしていただきます。

（５）夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会の開催

ＮＨＫラジオ第一放送で全国に生放送される夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操

会を平成２５年８月２８日、篠山城跡三の丸広場を会場に開催します。市民の皆さ

んや市外にも広く参加を呼びかけ、継続的な運動習慣を促す機会にするとともに、

ラジオ放送を通じて篠山を全国にＰＲします。

（６）市民あげてのあいさつ運動

小中学校、市役所などから始めた篠山市のあいさつ運動は、多くの市民の皆さん

の共感を呼び、住吉台のあいさつの会「たんぽぽ」の活動が味間地区まちづくり協

議会全体に、草山郷づくり協議会では「あいさつ日本一の草山地域をつくろう」宣

言をされ、岡野ふるさとづくり協議会ではあいさつ標語を作成されたほか、各まち

づくり協議会の防犯活動の一環であいさつ運動に取り組まれ、あいさつ運動は着実
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に広がっています。

篠山市人権尊重のあたたかいまちづくり条例でも、相手を認め合うあいさつの推

進を図ることとしており、その具体的な活動として、毎月１日、１１日、２１日を

「いいあいさつの日」と定め、ＪＲの駅、商業施設、公共施設などであいさつ運動

を行い、みんなが元気にあいさつし、声を掛け合う、あたたかいまちづくりをめざ

していきます。

１２ その他、当面する重要課題

（１）東日本大震災支援

本年２月７日に南三陸町を訪問し、復興に向けて何が最も必要かをお聞きしたと

ころ、職員派遣の要請を受けましたので、平成２５年４月から、篠山市職員の南三

陸町への派遣を予定しています。

平成２５年度については、市民ボランティアバスの派遣のほか、篠山市東日本大

震災支援市民ネットワークと連携しながら、市民団体の被災地への支援活動に対し

必要な補助金制度を始めます。また、被災者の受け入れについては、平成２５年１

月現在で７世帯２０人となっており、引き続き必要な支援を行うとともに、民間住

宅へ避難されている方への家賃補助を行います。

（２）学校園施設の耐震化

市内の教育施設は、子どもたちの学び舎としても、市民の災害時の避難場所とし

てもその重要性が求められており、国の方針に基づき、平成２７年度までの早い時

期に耐震化が完了するよう取り組みます。

篠山小学校の耐震補強改修工事については、篠山小学校校舎改修基本構想に基づ

き、史跡篠山城跡現状変更許可申請を進めており、平成２５年度は実施設計に着手

し、工事関係予算を計上したうえで平成２５年１１月ごろに着工し、平成２６年度

末には工事が完成するよう取り組みます。

また、平成２５年４月開校の城北畑小学校の木造屋内運動場の耐震補強改修につ

いても早期完成に取り組みます。

預かり保育施設くすのきクラブは、耐震診断において耐震性が低いことが判明し

たため、平成２５年４月１日に城南小学校舎内に移転することとし、校舎で預かり

保育ができるよう校舎の設備整備工事を実施します。また、城東保育園の耐震診断
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業務を実施します。

（３）社会教育施設の整備

篠山総合スポーツセンターは、昭和５５年１０月に建築されて以来３２年が経過

し、施設の老朽化が著しくなっているため、耐震補強等工事を行います。

また、野球場の整備については、既存のグラウンドを活用した方策を調査中であ

り、本年３月末までに構想図を完成させ、これに基づいて検討していきます。

（４）篠山市の市名を考える

篠山市の市名を考える検討委員会において、市名に関する論点整理や必要な調査

方法の検討などを引き続き慎重に検討していきます。

（５）篠山チルドレンズミュージアム、西紀運動公園の再開館

篠山チルドレンズミュージアムについては、平成２３年１２月から休館していま

すが、平成２５年４月から、新たな指定管理者「株式会社Ｄｒｅａｍａｗａｙ（ド

リームアウェイ）」と「ミュージアムクラブ」が中心となり運営を再開します。

これまで以上に地域活動や親子活動など、地域の方々に参加・活用いただけるプ

ログラムや、多彩な音楽イベント、ワークショップの開催、そして全国的に有名な

「人形劇団クラルテ」による人形劇の上演などが計画されています。また、冬期の

休館を利用し、市内の公共施設等において出張ワークショップなどを開催し、市内

における利活用を一層進めるなど、「地域の皆さんといっしょにつくるミュージア

ム」をめざします。

西紀運動公園については、本年１月から休館していましたが、平成２５年４月か

ら、新たな指定管理者「株式会社エヌ・エス・アイ」のもとで運営を再開します。

季節や曜日によって開館時間は異なりますが、これまでより１時間早い午前９時か

ら開館します。本年３月１日からはスイミングスクールの会員募集も始まり、市民

の健康づくり、高齢者の介護予防など、多くの市民に利用いただけるよう努めます。

また、青少年の健全育成のため、元オリンピック選手の山田沙知子さんを講師に招

き、水泳教室を開催します。

（６）小学校跡地の利活用

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、平成２５年３月に

閉校となる畑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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１３ 新しい組織体制

平成２４年度末の退職者は１３人、平成２５年度の採用は１２人で、平成２５年４月

の職員数は４４９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人体制が確立することになります。

このように、篠山再生計画に基づく職員の削減を進める一方で、行政ニーズはますま

す複雑化、多様化するなど、職員にとっては厳しい状況が続いていますが、これまで以

上に事務事業のスクラップ・アンド・ビルドや優先化を実行し、重点施策である定住促

進、農都創造、企業誘致、子育て支援に取り組むほか、部、課および係の再編統合、組

織のフラット化などにより事務処理の更なる効率化を進めます。

平成２５年度において組織機構について新たな大規模改革は行わず、平成２４年度で

確立した４５０人体制の安定的な運用を図ります。事務事業の効率的な執行を目的とし

た係の適正化を行ったうえで、能力とやる気のある職員の適材適所に努めます。

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。

１４ 平成２５年度当初予算の概要

最後に、新年度予算についてご説明します。

平成２５年度当初予算は、一般会計の総額が２１４億９，２００万円となっており、

対前年度と比較すると、２億７，７００万円の増、率にして１．３％の増額となってい

ます。財政指標改善のため、市債の繰り上げ償還９億８，１４９万円を計上しているこ

とも一因となっています。

まず、歳入では、市税が法人税の落ち込みによる３，６８８万円の減も影響し、対前

年度と比較しますと、全体で１，６８４万円の減、率にして０．３％の減額と５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１３億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１７億７，３００万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２０億円を割り込む見込みとなっていま

す。
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歳出では、人件費が全会計で１億６，２３３万円の減、繰上償還を除きます公債費が

１億５，７２５万円の減となるなど、経常経費が減となっています。

次に、特別会計は７会計となっており、当初予算総額は、１２４億６，９３９万円と

なり、対前年度比１億４，７９０万円の増、率にして１．２％の増額となっています。

これは、下水道事業の長寿命化に伴う建設費や介護保険の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、２６億３，７２０万円となり、

対前年度比８，４６７万円の減、率にして３．１％の減額となっています。

以上、１０会計を合わせました平成２５年度篠山市当初予算の総額は、３６５億９，

８５９万円となり、対前年度比３億４，０２３万円の増、率にして０．９％の増額とな

っています。

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９８．５％と平成２４年

度当初予算の９５．９％と比べて２．６％悪化しています。これは、人件費や公債費が

減少していますが、合併算定替えによる地方交付税の減額が大きく影響しています。

財政健全化指標のうち、将来負担比率については、２６２．２％と平成２４年度当初

予算の２７０．４％と比べて８．２％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２４年度の決算は２５０．０％を見込んでおり、

基金残高の減少も影響していますが若干の改善を見込んでいます。

次に、実質公債費比率は２３．４％と平成２４年度当初予算の２３．０％と比較する

と０．４％悪化し、平成２３年度の決算は２２．７％、平成２４年度の決算も２２．７

％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

般会計の公債費が減となっていることや水道会計への高料金対策分の繰出しが減となっ

ているものの、地方交付税等の合併の算定替えの縮減額が約１３億円見込まれるためで、

さらに今後も厳しい状況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２５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。
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１５ むすびに

日本に、そして世界に輝く「篠山の時代」に向け前進する年となるよう、議会の皆様、

市民の皆様、そして、職員の心をひとつに、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。

（注） 平成２５年度市政執行方針には、国の経済対策第２弾および緊急経済対策で平成２４年度

３月補正予算に振り替えた事業を含みます。
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平成２５年度

市 政 執 行 方 針


