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平成２９年度 施政方針

１ 地方都市のリーダーへ前進

先人、先輩の皆さんが、農の営み、まちなみ、デカンショ節、丹波焼など文化や自然

環境を大切に育み、守ってこられたおかげで、篠山市は「日本遺産のまち」、「ユネスコ

創造都市」になりました。平成２８年には、篠山市から「日本遺産連盟」を立ちあげ、

「全国京都会議」を開催したり、また、同年１１月には、菅内閣官房長官が「この目で

丹波篠山を見たい」と篠山市にお越しになるなど、篠山市は全国的と言われるようにな

りました。

引き続き「農都創造」、「小京都、日本の原風景と誇れる土地利用と景観保全」、「ふる

さとの森や川の再生と生物多様性」などを進め、全国に、そして、世界に向けて「２１

世紀の持続可能な都市発展のモデル」となるよう取り組みます。

そして、篠山市の活性化に、定住に結びつけ、地方都市のリーダーをめざして、さら

に前進していきます。

２ 財政再建

合併による地方交付税の優遇措置が平成２６年度で終了しましたが、平成２０年度か

らの篠山再生計画の着実な実行により、一般会計の市債残高も平成２８年度末で、ピー

ク時から３５０億円、６３％も減少し、合併時の残高を下回るまでになりました。しか

しながら、医療費などの社会保障費や施設の維持補修費、特別会計への繰出金の増加な

ど、依然として厳しい財政状況が続いています。

特に平成２７年度決算の実質公債費比率は１９．８％と平成２６年度と比べて１．４

％改善したにもかかわらず依然として県内では最も悪く、将来負担比率も改善したもの

の１９１．７％で、まだまだ予断を許さない状況にあります。今後においても積極的に

財政再建に取り組み、新たな課題に対応していきます。

こうした状況のなか、篠山再生計画推進委員会からは、「多項目にわたる行財政改革

を着実に実施してきた結果、収支見通しでは、平成３１年度には収支バランスがとれる
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段階にきた」と評価いただいた一方で、公共施設の老朽化対策が大きな課題として重要

性を増すなか、篠山再生計画に代わる新たな計画を策定し、実行に移すことについて提

案をいただきました。

平成２９年度においても、引き続き、篠山再生計画に掲げる１４０項目に取り組むこ

ととしており、篠山再生計画前の平成１９年度と比較して、年額で１１億４６６万円の

効果額を見込んでいます。

そのためには、篠山再生計画を必ず実行し、財政の安定化に取り組んでいかなければ

なりません。

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２９年４

月１日の職員数が４５２人となり、平成１９年度当初と比べると１１４人の減となり、

６億２，６７３万円の効果額を見込んでいます。

篠山再生計画の柱のひとつとして、平成２０年１０月から、特例措置として一般職員

の給与削減に取り組んできましたが、期限は平成２９年３月末となっています。８年６

カ月にもわたる削減期間は兵庫県内の自治体では例になく、長い間の職員の協力に感謝

いたします。

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

億１，９９８万円、事務事業の見直しで２億５，５４３万円の効果額を見込んでいます。

市政運営上の財源の根幹である市税は、公平な負担の実現のため適正な課税に努める

とともに、収入確保対策として職員一斉徴収や納税推進センターによる納付勧奨、差し

押え、不動産公売などの滞納整理を計画的に進め、未収金の縮減に努めます。

また、市税や各種料金について、口座振替の推進を図るため、簡単な手続きで受付が

できる「ペイジー口座振替受付サービス」を導入し、納期内納付の推進に取り組みます。

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課題の検討や意見

交換などを通じて債権管理ノウハウの構築および共有をはかり、電話催告や弁護士委託、

職員あげての徴収活動など徴収計画に基づき未収金の縮減に努めます。

さらに、街頭ＰＲ、広報、ホームページの活用による啓発活動、小・中・高校生に対

する租税教育、税の作文、書道作品等の作成を通じて、税に対する関心と理解を深め、

納税意識の高揚を図ります。
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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

市民に親しまれる市役所の第一歩は職員の元気で明るいあいさつです。平成２８

年度は、仕事で市役所に来られた方から、「篠山市役所の職員の皆さんはよくあい

さつをしてくれる」という内容のメールをいただき、うれしい限りです。今後もこ

のような評価がいただけるよう、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。

また、市民の皆さんの利便性を向上させるため、本庁では、証明書の交付などに

ついて、毎週火曜日の窓口時間延長、日曜日の月１回開庁や電話予約サービスを実

施しており、多くの市民の皆さんにご利用いただいています。市内５つの支所にお

いても地域の拠点として身近で親しみある窓口づくりに努めます。

（２）ふるさと一番会議、こんにちは市長室、おでかけ市長室

市民に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年度から実施しています。平成２９年度にお

いても、市長、副市長、教育長が出席し、６月から８月にかけて開催します。地区

の参加状況を踏まえ、案内方法を工夫しながら、子育て世代を始め、幅広い皆さん

に参加いただけるようにしていきます。

市長が市民の皆さんから直接ご意見をお聞きする「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時までに時間を変更して行います。

市長がいろいろな団体や地域に出かけて意見交換を行う「おでかけ市長室」も引き

続き開催します。

（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」については、平成２７年度から平成２８年度までの２カ

年で、すべての学校で実施しました。
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平成２９年度においても、ふるさと篠山を大切にし、将来の篠山市を担う子ども

たちを育てるため、１０校程度で実施します。

（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２８年度は「ドローン活用」、「農

あるくらし」、「日本遺産×篠山の魅力」、「若者の移住・定住」の４つのテーマに取

り組んできました。平成２９年度においては、それらの提案を具体化するとともに、

新たなテーマとして「デカンショ祭盛りあげ」、「女性活躍社会づくり」などを設け、

調査研究を行っていきます。

（５）篠山市第２次総合計画後期基本計画の推進

平成２７年１２月に策定しました第２次総合計画後期基本計画については、平成

２８年３月に策定しました篠山市総合戦略とあわせて、今後、事業の進行管理や検

証をしっかりと行いながら、その推進に努めます。

（６）地区のまちづくり計画と事業実施への支援

市内１９地区のまちづくり協議会は、各地区におけるまちづくりの中心であり、

地域の皆さんからも、その活動に大きな期待が寄せられています。平成２４年に制

定した篠山市地区のまちづくり推進条例に基づき、順次、まちづくり計画が策定さ

れ、安全安心や高齢者福祉のまちづくり、地域の特色を生かした都市との交流など、

それぞれの地域にあわせた活動が行われ、活気あるまちづくりにつながっています。

ことに、高齢者福祉においては車両によるボランティア移送サービス、いきいき

塾など、高齢者の健康増進事業に取り組むことで、一人暮らしの高齢者との面識が

生まれ、だれもが安心して暮らせる地域の実現につながっています。また、交通安

全や防犯についても、子どもたちの登下校に合わせた車両による青色防犯パトロー

ルの実施など、安全安心な地域づくりにも役立っています。

このように地域の課題解決に向けての取り組みがなされるなか、各まちづくり協

議会での計画策定から３年が経過するものがあり、平成２８年度からは、まちづく

り計画の検証と見直しが必要となっており、職員で構成するまちづくり支援員が地

域と協力しながら、各まちづくり協議会が継続的に活性化を図れるよう支援します。

（７）篠山市民プラザの充実、市民活動の支援

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５，０００件の利用があります。平成２８年度
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には月平均約３４０人が来訪され、登録団体も平成２８年１２月末で１３０団体と

なり、団体やグループ、市民の活動拠点となっています。また、自治会やまちづく

り協議会など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、市民センターまつり（参加６６団体・１中学校・３高等学校で計６７９人、そ

の他一般来場者約１，７００人）や市民プラザ交流ひろば（参加１９団体３１人）

など交流の場を設けており、さらにイベントを通して交流や連携の輪が広がり、地

域の活性化にもつながっています。

今後も、情報提供、ＮＰＯ法人設立などへの助言およ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きます。

また、篠山市民プラザ内には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、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。

（８）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。この取り組みを始

めて５年が経過し、制度が適正に機能していることもあり、これまでに問題となる

事案は発生していません。引き続き、職員の「報・連・相」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あたります。

また、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および物件の購入について、電子入札を執行し、公正

性の確保に努めます。篠山市入札監視委員会において、公共工事の入札および契約

についての結果を審査し、入札制度の透明性確保に努めていきます。

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。

（９）公契約条例の策定に向けた検討

平成２８年度においては、新たに市民を代表する方に篠山市公契約条例策定審議

会委員に加わっていただき、議論を続けています。平成２９年度においては、さら

に議論を深め、市民、そして事業者にも理解が得られる公契約条例の策定に向けて
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検討します。

（10）市長室の一般開放

平成２５年度から、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

を一般開放しています。春の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、桜の開花時期には市民や観光客の皆さんに市長室を開

放します。

（11）広報広聴、出前講座

篠山市からの情報については、広報紙やホームページ、新聞社への記者発表など、

幅広い媒体を活用し、お伝えしており、ボランティアの皆さんの協力を得て、声の

広報や点字版の広報紙もお届けしています。

また、インターネットを活用した丹波篠山まるいのテレビ、丹波篠山インターネ

ットテレビでは、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。平成２９年度については、パソコンからだけでなく、スマートフォンやタブレ

ット端末などからも再生できるよう整備します。

さらに、平成２８年度にプロジェクトチームで取り組んだドローンについては、

さらなる篠山の魅力発信のため積極的に活用していきます。

（12）コミュニティセンターの設備改修、施設の長寿命化

だれにでも利用しやすい施設とするため、古市コミュニティ消防センター、玉水

会館にエレベーターを設置するとともに、施設利用者の安心・安全のため、すべて

の地区コミュニティセンターにＡＥＤを配置します。城東公民館は昭和４９年の建

設から多くの市民にご利用いただいています。地域の高齢化が進むなか、利用の多

い２階大会議室等への利便性を向上させるため、車いす対応型のエレベーターを設

置します。

また、篠山市における公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するため、平

成２８年度中に策定を予定しています篠山市公共施設等総合管理計画における施設

の長寿命化計画に基づき、施設の改修にあたり費用の平準化を図っていきます。

（13）業務継続計画（ＢＣＰ）の策定

東日本大震災と同様の大災害が発生した場合、市の庁舎も被災し、執務室や電気、

通信機器が使用不能となることが想定されます。そのような状況においても、普段

から実施している市民の生命・身体の安全に関するものなど、休止することのでき



- 7 -

ない業務は継続して実施しなければなりません。このため、業務継続計画（ＢＣＰ）

を策定し、行政の機能が低下しても主要な業務を遅滞なく行えるよう、実施すべき

業務の優先順位を定め、業務の継続に必要な資源の確保や配分、平常時からの準備

を明確にします。

（14）市有バス

篠山市自家用バスの使用を円滑にするため、平成２７年度から篠山市を代表して

参加する文化やスポーツ分野など、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し、より一層市バスの市民利用を進めます。平成２９年

度においては老朽化した市有バス１台を更新します。

４ 定住促進「ふるさと篠山に住もう帰ろう」

平成２９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、定住促進に取り組みます。

（１）定住促進重点地区などでの取り組み

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、若者・子育て世帯

を応援する取り組みを継続した結果、平成２３年度と平成２７年度における０歳～

５歳の子どもの人数を比較すると、地区ごとで増減はありますが、定住促進重点８

地区の合計では３１人増（２５０人→２８１人）となっており、一定の効果があっ

たと考えています。

引き続き、定住促進重点地区では、住宅の新築・改築の助成や就学前の子どもを

育てる保護者に対して、３歳未満児の保育料に年額２１万円、３歳児の保育料に年

額１７万７，６００円を上限に助成するとともに、４、５歳児の幼稚園、保育園の

保育料も年額６万円を上限に助成することで、幼稚園の保育料を実質無料化すると

ともに、保育園、幼稚園の在園児を除く就学までの子どもを対象に子育て支援金と

して年額３万円を助成します。

また、市内全域での若者・子育て世代への住宅の新築・改築の助成について、平

成２８年度の実績（見込み）は、３世代同居住宅助成３１件（平成２７年度２２件）、

市内工務店等利用２８件（平成２７年度２３件）と増加しており、市民へのさらな

る周知に努めながら、平成２９年度も継続します。
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（２）わが家・わが村のふるさと篠山に住もう帰ろう運動

平成２８年３月、篠山市の人口変動の動向や要因を分析し、今後の将来人口推

計、将来人口展望を示した篠山市人口ビジョンを策定し、平成２８年度は市内１９

地区のまちづくり協議会単位で人口の維持や定住促進について検討いただけるよう

この人口ビジョンを示しながら説明させていただきました。

平成２９年度については、それぞれの地域の将来における維持や人口について、

より身近できめ細やかに集落やご家庭でも考えていただけるよう「わが家・わが村

のふるさと篠山に住もう帰ろう運動」に取り組みます。具体的には、集落の皆さん

が、わが家、わが村の１０年先を考えていただけるよう、啓発用ＤＶＤを作成し、

各集落に職員が出向き、集落の皆さんとともに検討を始めます。そして、人口増に

つながる取り組みや伝統行事の継承、魅力の情報発信など、集落の特色を活かした

定住促進事業に１０万円を助成し、集落単位での住もう帰ろう運動を支援します。

（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子育て優先枠について、日置団地、福住

団地、福住本陣団地は募集枠の２分の１以上に、かすが団地、しゃくなげ団地、こ

しお団地は募集枠のすべてに設定し、若者・子育て世帯の定住促進を図ります。

また、西紀北地区にある特定公共賃貸住宅の、かすが団地、しゃくなげ団地、こ

しお団地については、中学校就学前までの子どもがある世帯の家賃を公営住宅並み

の家賃に引き下げ、子育て世帯が居住しやすい環境を整えます。

（４）通勤・通学しやすい環境づくり

平成２４年度から篠山口・相野と大阪・新大阪間、平成２５年度からは、それに

加え福知山間の特急回数券の購入について、１カ月あたり１，５００円を上限に助

成しています。平成２４年度は３０９人、平成２５年度は３１９人、平成２６年度

は３３８人、平成２７年度は３８２人、平成２８年度は４２０人（見込み）と５年

間で４０％も利用者が増えており、今後もさらに多くの人にご利用いただけるよう、

広報に努めます。

（５）定住アドバイザー

市内１９地区に２１人（味間地区と今田地区は各２人）の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、空き家情報の収集、篠山への移住希望者

と定住アドバイザーとの懇談会の開催、空き家や移住者宅への訪問ツアー、専門家
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による相談会などを実施してきました。

平成２９年度からは、空き家の活用をさらに積極的に進めていくことから、自治

会ごとに空き家対策や人口減少問題を担当していただく方を選任いただき、それぞ

れの担当地区の定住アドバイザーと連携しながら、空き家情報の収集や篠山市にお

ける人口の課題を具体的に検討いただけるよう取り組みます。

（６）空き家等の活用

篠山市における空き家総数・空き家率については、平成１５年に１，６８０戸、

１０．３％であったものが、平成２５年には２，９６０戸、１６．５％と急激に増

えており、特に多紀地区、城東地区で高くなっています。空き家等は個人の財産で

あり、所有者において適正に管理することが原則ですが、倒壊や火災のおそれ、景

観や公衆衛生の悪化など、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす事例も出てきています。

篠山市では、平成２５年に空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例を制定

し取り組むとともに、平成２８年６月には専門家や市民などで構成する篠山市空き

家等対策協議会を設置し、地域が直面している課題解決に向けて協議を重ね、今後

の空き家等の有効活用と適正管理に向けた「篠山市空き家等対策計画」を平成２９

年３月末までに策定します。具体的な取り組みについては、次のとおりです。

１点目は、所有者から申し出があった空き家等について、空き家バンクに登録し

たうえ、現状のまま借り手に引き渡し、借り手が修繕や改修できる「ＤＩＹ住宅」

の創設です。通常の制度に比べ、借り主の自由度が高いため、空き家の有効活用が

期待できます。

２点目は、所有者から寄付の申し出があった空き家等について、地域団体などが

維持管理したり、販売や賃貸、公益的な利用が見込める場合、篠山市が土地・建物

の寄付を受け入れ、有効活用できる「寄付受納制度」の創設です。

３点目は、篠山市空き家等活用基金を設け、寄付受納制度による空き家等の改修

・除却を行い、空き家等の有効活用につなげていきます。

４点目は、寄付受納制度による空き家等について、専門家の助言を受け、篠山市

が必要な改修を行う「お試し住宅」です。無料で最長２週間滞在でき、その期間中、

篠山体験ツアーなどに参加していただき、移住・定住につなげようという試みです。

また、空き家等所有者への支援について、空き家等の改修工事費補助制度の拡充、

空き家等を改修する際に融資が受けられるような金融商品の開発や拡充を市内の民
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間金融機関に働きかけます。

（７）空き家バンク登録の推進

篠山市では、平成２１年度に篠山暮らし案内所を篠山市民センターに開設し、平

成２２年度には空き家バンク制度を設け、平成２８年度においては「若者移住・定

住相談窓口」をＪＲ篠山口駅に新設しました。

今回の空き家等対策計画を機に、空き家バンクへの登録を増やすとともに、平成

２９年度から空き家相談と移住相談の窓口を一本化し、迅速な相談業務を行います。

なお、空き家バンクの成約件数については、平成２６年度は６５件（うち市外か

らの移住５８件）、平成２７年度は７９件（うち市外からの移住７７件）、平成２８

年度は１月末現在で６１件（うち市外からの移住５５件）となっており、取り組み

の成果が出ています。

（８）ハートピア北条団地

未販売の５区画については、多紀地区の定住促進の拠点として、広報紙を始め、

篠山口駅や神戸三宮・ミントビジョンでのＰＲ、篠山暮らし案内所と連携した情報

提供などを通して販売促進に取り組むとともに、居住者や細工所自治会と連携しな

がら住環境の充実に努めていきます。

（９）結婚相談室「輪～りんぐ～」の充実

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２８年

１２月末現在、会員登録者数は２４４人、成婚組数は２９組となっています。平成

２７年７月から、週４回（火・木・土・日曜日）に増やし、平日（火・木曜日）は

午後６時３０分まで開所するとともに、相談員も２人から３人に増員し、会員の方

が利用しやすい相談室づくりを進めています。

平成２９年度においては、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、結

婚相談室のＰＲパンフレットを刷新し、市内事業所に加え、市外事業所への訪問・

勧誘も行い、会員の増につなげていきます。また、ほかの自治体の結婚相談所や民

間事業者と連携するとともに、会員以外も参加できる婚活イベントを開催したりし、

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。

（10）その他

このほか、子育て・教育いちばん、企業の振興・誘致と雇用確保など、篠山市の
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最優先課題として取り組みます。

５ 子育て・教育いちばんの篠山市

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。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ました。平成２９年度においても、子

育て世代が安心して医療が受けられるよう、引き続き、医療費の助成を実施します。

（２）予防接種

平成２５年度から、６カ月～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、小児のインフルエンザ予防と経済的負担軽減

のため、引き続き、費用助成を行います。具体的な助成額については、１２歳まで

は１回目が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２８年度の予防接種率は４８．８％（平成２

８年１２月末）で横ばいの状況であり、今後も広報紙などでの啓発に努めます。

（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めざします。

平成２８年７月、「子育て世代包括支援センターふたば」を開設し、母子保健コ

ーディネーターを配置して、妊婦一人ひとりに話を聴き、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年度は、出産後、特に育児支援が必

要な母子を対象に「産後ママのサポート事業」を実施します。出産後はお母さんの

心身に不調をきたすことが多く、育児不安も高まる時期であり、支援の必要なお母

さんの状態に応じて、宿泊型、日帰り型、訪問型のサポート事業を実施し、安心し

て子育てができるための支援体制を充実させます。

特に日帰り型については、丹南健康福祉センターを一部改修して母子を受け入れ
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るもので、県内にはない事例となります。

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、妊娠中に８５．

６％あった腰痛は出産後４カ月たっても５２．５％のお母さんに続いていることが

分かりました。腰痛は将来の腰痛や骨粗しょう症につながるとされていますが、ほ

とんどのお母さんは放置したまま育児を行っています。

そこで、平成２９年度は「産後ママのための腰痛予防教室」を開催し、身体的、

精神的なサポートを行うことで、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。

（４）出産祝い金、不妊治療費助成

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２７年度は６５件、

平成２８年度は１月末現在で７２件となっており、平成２９年度も引き続き、第３

子以降の出産に祝い金を交付します。

平成２８年度に引き続き、不妊治療に要する費用の一部を助成（１回１０万円上

限）することにより、特定不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図り、安心

して子どもを産み、育てることのできる環境を整えます。

（５）多子世帯支援

子育て支援の充実を図るため、市内の幼稚園、こども園、預かり保育施設に通う

４・５歳児全員を対象に、兄弟姉妹がいる場合、保育料および給食費について、２

人目は半額、３人目は無料としており、これを継続し、保護者の負担を軽減します。

（６）子育てアプリ

スマートフォンの普及率の高い子育て世代に向けて、「子育てアプリ」を導入し

ます。子育てのイベントや予防接種など子育てにかかるさまざまな情報をいつでも、

どこでも手軽に取得することができ、子育て支援施策の積極的な活用につながるな

ど、より一層の子育て支援の充実を図ります。

（７）たきこども園（仮称）

たき幼稚園は旧きよたき幼稚園へ移設することとしていますが、多紀地区におけ

る就学前の保育環境を整えるため、たきこども園（仮称）を整備することとし、基

本設計に着手します。
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（８）子育てふれあいセンター

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を

ゆとりと安心をもって利用してもらえるよう、平成２７年度はささやま子育てふれ

あいセンターをＢ＆Ｇ体育館へ移転し、平成２９年３月には、たんなん子育てふれ

あいセンターを丹南商工会館へ移転の予定です。平成２９年度はこの２カ所の子育

てふれあいセンターの特色を生かし、ささやま子育てふれあいセンターでは運動を

取り入れた事業の充実、たんなん子育てふれあいセンターでは子育てについての相

談体制をより一層充実していきます。

（９）おとわの森わくわく子育て広場（仮称）の整備

平成２８年７月に閉園した味間こども園おとわ園を活用して、地域子育て拠点施

設「おとわの森わくわく子育て広場（仮称）」を整備します。

この施設では、地域の皆さんで整備されたおとわ園に隣接した里山（おとわの森）

とうまく連携し、子育て世代や子どもたちが里地・里山で、自然に親しみ体験でき

るような取り組みを進めるとともに、市内の子育てグループが自由に利用できる活

動拠点として整備します。

（10）預かり保育、児童クラブ、病児保育

幼稚園や小学校の教育終了後、保護者の就労などにより家庭で保育を受けること

ができない子どもたちが、安心して生活できる場を提供するため、市内に預かり保

育施設を６カ所、児童クラブを１０カ所開設しています。年々利用希望者が増加し

ているなか、希望者すべてが利用できるよう取り組みます。

病児保育については、平成２９年３月１日から、医療法人社団小嶋医院に委託し、

開設します。急な発熱や病気などで集団保育が困難となった生後６カ月から小学６

年生までの子どもを対象に一時的に児童を預かり、児童福祉の向上、保護者の子育

てと就労を支援します。

（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

加で交付します。多胎の助成額については兵庫県内で一番高い額となっています。

また、平成２６年度から実施している妊婦とその夫への歯科健診を引き続き実施
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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）いじめ対策、要保護児童

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

会を設置しており、いじめ早期発見と防止、いじめが発生した場合、すみやかに対

処します。

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て取

り組みます。

（13）地域に開かれた学校

平成２８年度から、すべての学校において、学校は市民みんなのものという意識

を持ち、教員だけでなく、市民、保護者、地域住民が学校運営にかかわるコミュニ

ティ・スクールに取り組んでいます。

篠山市においては３世代同居の家庭が少なくなり、子どもたちが生活のなかで高

齢者とふれあうことが少なくなっていることから、平成２８年度は、子どもたちと

高齢者が同じ校舎で学ぶオープン講座、高齢者大学の趣味講座を５つの小学校で開

催しました。平成２９年度は、さらに多くの学校で子どもたちと高齢者のふれあう

機会をつくり、地域に開かれた学校になるよう取り組みます。

（14）部活動支援事業

市立中学校の部活動において、専門的な知識と技能を有し、スポーツ、音楽、美

術等における活動の楽しさや段階的な指導ができる地域の指導者を部活動支援員と

して配置し、部活動の支援に努めます。

（15）高等学校の通学支援

市内の高校に通う市内の高校生の遠距離通学対策として、公共交通機関の利用者

には、引き続き、月額１万５，０００円を超える分の全額を助成し、自転車通学な

ど公共交通機関を利用せずに１０㎞以上の通学者には、通学期間中の３年間のうち

１回の助成となりますが、通学距離に応じた助成を継続します。具体的には、１０

～１５㎞未満が２万５，０００円、１５～２０㎞未満が５万円、２０㎞以上が１０

万円とし、市内の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。ま

た、この通学距離の区分にかかわらず、峠越えを伴う後川・西紀北・今田地区では
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一律１０万円の助成を継続します。

６ 魅力あふれる美しい篠山市

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

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（仮称）

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、景観条例や景観計画、屋外広告物

条例を適正に運用し、農都篠山にふさわしい良好な景観形成を図るとともに、改修

や撤去に対する助成制度を活用しながら、周辺の景観と調和した屋外広告物の表示

を誘導します。また、景観写真コンクールの実施、平成２８年度に好評を得た景観

カレンダーを作成し、篠山の景観を広く紹介していきます。

さらに、篠山市の将来のまちづくりを見通し、市民や事業者の皆さんが「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」、「命輝く自然環境」、「歴史文

化」などを保全・継承していく意識を高めていただくため、篠山市の未来がひと目

で分かる「丹波篠山グランドデザイン（仮称）」を作成します。

景観計画の歴史地区に指定している城下町および上立杭地区の建物の外観の修景

にあたっては、兵庫県の助成制度を活用しています。このたびの福住歴史地区指定

を契機に、篠山市の自主的、積極的な支援措置として景観形成支援制度を創設し、

福住地区を含む歴史地区の建物や景観重要建造物の外観修景に関する工事費の助成

や景観まちづくりの取り組みに景観アドバイザーを派遣するなど、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します。

地域の景観上重要な建造物を景観法に基づいて指定する景観重要建造物について

は、地域の個性ある景観づくりの核として、地域の目印や象徴になるような建造物

を指定していきます。

平成２８年度から取り組み始めました「丹波篠山ロマン街道」について、現在、

篠山の豊かな自然や歴史などの地域資源や観光資源が体感でき、篠山の魅力として

広く情報発信するための街道案の策定を進めています。平成２９年度においては、

街道の指定を市民と協働で推進するための市民会議の設置、職員や関係者を対象と
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したホスピタリティ（おもてなし）学習会を重ねながら、自然、歴史、人物、文学、

風景などの地域資源や観光資源を結ぶルートを「丹波篠山ロマン街道」に指定し、

地域の自然や歴史文化に根差した景観まちづくりを推進します。

（２）開発・地区整備計画

「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、篠山市

まちづくり条例を適正に運用し、地域の合意が得られる質の高い開発を選別し誘導

します。太陽光発電設備については、景観・展望の阻害、反射光、土地の形質変更

による防災機能の低下、設置計画の近隣への説明不足など兵庫県内でも問題となっ

ており、平成２９年度に施行が予定される兵庫県の太陽光発電施設等と地域環境と

の調和に関する条例（仮称）とあわせ、篠山市の太陽光発電設備に関する景観ガイ

ドラインを適正に運用します。

第２種農地への太陽光発電設備の転用が進んでいますが、農地法の趣旨を十分に

踏まえ、代替性やほかの農地への影響などの要件を厳格に判断し、無秩序な転用を

抑制するため、篠山市としての農地におけるガイドラインをすみやかに策定し実施

します。

また、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、

営業時間等に関する協力を求め、周辺地域の生活環境の保全に努めます。

地域の独自性と創意工夫を発揮した地域主体の里づくり計画については、すでに

策定されている８地区への運営支援のほかに、平成２８年１２月に協議会が設立し、

現在、基準づくりが進められている宇土地区について、早期に計画策定が行えるよ

う積極的に支援していきます。

商業開発が進む丹南篠山口インターチェンジから東吹を結ぶ県道大沢新東吹線沿

いについては、篠山の玄関口にふさわしい景観形成を図るため、景観計画に示して

いる建築物の色彩や緑化等の基準を見直し、沿道の見え方に配慮した景観誘導を図

っていきます。

（３）土地利用・都市計画

土地は、市民の生活や生産の基盤であり、すべての市民が共有するかけがえのな

い資産です。そして、緑豊かな自然環境、田園風景、篠山城跡を中心とする城下町

の町並みなどが調和した美しいまちづくりを進めていくためには、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
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です。

そのため、篠山市土地利用基本条例、篠山市土地利用基本計画および篠山市都市

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。

（４）自然環境、生物多様性（丹波篠山生きもの４８）、環境創造事業者

篠山市は、日本遺産のまちとして、その自然の景観や環境が大きな魅力なってお

り、これを未来に受け継いでいかなければなりません。ところが、自然豊かと思わ

れている篠山市でも、ここ５０年の間、開発が進み、道路や河川の工事、ほ場整備

などが進み、これらの事業は自然環境や生きものの生活条件を考慮されなかったた

め、私たちのまわりの自然や生きものの姿は大きく変ぼうしました。

これまで、自然や生きものと共に暮らす篠山の地域づくりを目標に、環境に配慮

した農業水路の改修、教育大綱で示した自然とふれあう教育、「学校にヒーローを

つくろう」、小学６年生を対象に丹波篠山いきもの４８（フォーティーエイト）の

投票、水路づくり指針の策定などに取り組んできました。

それでも、市民への浸透が進んでいるとはいえませんので、現在、開催していま

す「丹波篠山いきもの４８フェスタ」をより充実させたり、水路整備のモデル的な

事例を示すなどして、市民みんなのものとなるよう引き続き取り組みます。

また、平成２９年１月には、それまでの研修を踏まえて事業者に協力を求め、「篠

山の自然や景観を守り育てる環境創造事業者」として、市内３１の事業者と協定を

結び、「土木建設事業者」から明日の篠山をつくる「環境創造事業者」とし、篠山

らしい自然や景観にふさわしい事業の展開をともに図っていきます。

（５）不法投棄防止、路上喫煙防止

ごみの不法投棄、ポイ捨てをなくすため、丹波篠山ふるさと大使で吉本新喜劇の

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インパクトのある看板

を作成しましたので、不法投棄が多い場所に設置し、不法投棄のない美しい篠山を

めざして取り組みます。引き続き、地域グリーンリーダーによるパトロール、クリ

ーングリーン作戦を実施し、きれいな篠山づくりに努めます。

平成２８年４月１日から、篠山市ポイ捨て等及び路上喫煙防止条例を施行してお

り、ＪＲ篠山口駅周辺と篠山城跡周辺の路上喫煙禁止区域では、毎月、環境推進委

員による啓発と指導を実施します。
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（６）お堀のハスの花復活

南堀で進めていますハスの花の復活は、大学の先生や種苗事業者などの専門家に

アドバイスをいただきながら進めていますが、大きく育ち開花するまでには至って

いません。このため、栽培種、栽培条件、短期的・中長期的な目標などを再整理し

て取り組みます。

現在進めている植え付けについては、篠山小学校の児童や市民の好意で寄せられ

た種や苗を使用しており、ハスの花復活への熱い想いを引き継ぎながら長期的な視

点で取り組みます。他方では、より成長を早め、ハスの開花をめざして、水深を調

整した南掘の一部や比較的水深の浅い内堀で同類種のレンコンを植え付けます。ま

た、休耕田でのレンコンの育成、市民の関心を高めていただくための市役所庁舎前

でのモデル栽培など、引き続き、お堀のハスの花復活に取り組みます。

（７）歴史文化まちづくり

国指定史跡の篠山城跡および八上城跡は、地域住民の協力を得ながら、適切な保

護・管理を行うとともに、活用に努めます。

篠山城跡については、内堀石垣の復元整備を実施し、計画的に史跡整備を推進し

ます。

八上城跡については、引き続き、地域住民のご協力を得て、山頂までの登山道な

どを整備し、本丸跡の石碑を改修します。

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を進め、平成２９年

度については、篠山城下町地区４件、福住地区４件、合計８件の伝統的建造物の保

存修理を予定しています。また、防災計画に基づき、福住地区の防災設備を充実し

ます。

７ 農都創造

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月に策定予定の

農都創造計画に基づいて取り組みます。

（１）ステップアップ集落営農

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。

篠山市では、認定農家と集落営農を中核的な担い手と位置付けるとともに、農業
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に関わる多様な担い手を育成、確保するものとしています。

そこで、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」の策定を引き続き進めます。「人・農地プラン」は、これまで１２

地区１４集落において策定されており、平成２９年３月末には２２地区(２４集落)

で策定される見込みです。現在、８０を超える集落で検討が進められていることか

ら、県、市、ＪＡ、農業委員会が連携して、策定に向けた支援を行います。

そのなかで、「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、特

に、集落営農の推進に力を入れます。泉地区では２月１２日、高齢化が進むなか、

地域の農業を支えるため、「農事組合法人いずみ営農組合」を設立されました。こ

のような先進事例を紹介する「集落営農マニュアル」を作成し、営農組織の設立や

法人化への支援、農業機械導入への支援を行います。組織の設立や法人化について

は、農業者だけでなく高齢者や女性、非農家の参画など多様な人材が活躍できる組

織化を市、県、ＪＡ等関係機関が連携して進めます。平成２７年度に設けた集落営

農推進基金を活用した機械導入への支援については、現在、新規に導入する場合は

導入費の２０％、買い替えによる更新の場合は１０％を助成しており、人・農地プ

ランを策定した集落営農組織には、それぞれに１５％を加算し支援を行っています。

平成２９年度においてもさらに活用いただけるよう取り組みます。

平成２９年度の新たな取り組みとして、女性農業者の活躍を支援するため、有限

会社グリーンファームささやま、ＪＡと連携し、女性農業者を対象として、トラク

ターやコンバイン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

育成事業」を実施し、さらに女性が活躍できるよう取り組みます。

新規就農支援については、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、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、国の青年就農給付金制度の活用や農地の斡旋や確保、住宅家賃補助といった市

独自の支援策を引き続き行います。

認定農業者は、農地の集積化が進み経営規模の拡大が進んでいますが、米価の低

迷等経営環境は厳しい状況です。国の助成制度等を活用しながら経営の合理化を進

め、経営改善に向けて支援します。

（２）環境創造型農業・農村の推進

丹波篠山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
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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。

平成２８年度に設置した「環境創造型農業検討会」の調査では、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割以上削減されています。市

内農業者の肥料の使用状況は、約半数が省力型の肥料を使用され、環境に配慮した

農法による水稲栽培が行われていることから、堆肥の使用や緑肥などの地力増進作

物の利用促進とともに減農薬、減化学肥料の取り組みを進めます。

平成２９年１月に開催した農業振興大会では「環境創造型農業・農村を目指して」

をテーマに自然を育む農業の講演を開催し、効率化や経済的な価値を優先する産業

としての農業だけではなく、自然の生き物や風景が私たちの「農」の営みとともに

あり、かけがえのない価値があることの大切さを参加者で共有することができまし

た。平成２９年度においても農業者の環境創造型農業への理解が広がるよう、田ん

ぼの生きもの調査や環境に配慮した農業の研修会を引き続き開催します。

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）に対する助成をしています。平成２９年度には、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

減農薬に取り組みます。

ふるさと篠山の自然環境は、かけがえのない市民全体の財産であり、これを未来

にわたり守り育て引き継いでいかなければなりません。そのため、農村整備事業の

遂行にあたっては、安全性・利便性・経済性に加え、自然景観や生物多様性に配慮

し、より魅力的なまちづくりを進めます。

多面的機能支払交付金事業や篠山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については、農家のみなさんや環境

創造事業者の皆さんとともに協力し、自然の景観や生物多様性などを守り育てる環

境創造に取り組みます。

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ることで、丹波篠山の魅力をさらに高める「環境創造

型農業・農村」をめざします。
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（３）特産振興

丹波篠山黒大豆、丹波篠山山の芋、丹波篠山栗、丹波篠山茶など、篠山の特産物

のさらなる振興を図り、積極的にアピールしていきます。

黒大豆については、篠山の基幹特産物として、品質の維持と知名度の向上を図り

ます。

黒枝豆は、丹波ささやま農業協同組合と取り組みを進めるなか、さや豆の収獲機

械や選別・調製機械を導入し、冷凍さや豆の商品化を行うとともに、他産地と差別

化した新たなブランド商品として販売戦略に取り組んでいきます。

山の芋については、新規栽培者を増やすため、「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円を交付するとともに、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ます。また、種芋や防草シ

ート（アグリシート）の購入助成を実施するなど、引き続き山の芋の栽培面積の拡

大に向けて取り組みます。

特に、特産の黒大豆、山の芋については、県と連携し、作業の省力化や収益向上

のため、機械導入について支援を行います。

栗については、平成２３年度から丹波県民局が始められた丹波栗の郷づくり推進

事業によって植栽面積が順調に拡大し、平成２８年度までに約１０ヘクタールの新

たな栗園が誕生しています。さらに、平成２８年度から篠山市が単独に始めた苗木

の２分の１助成には約１００の農家から１，６００本を超える申し込みがあり、栗

の産地として大きな盛りあがりを見せています。平成２９年度においては、丹波篠

山栗ブランドアップ事業を実施し、今後の栗の振興方策、さらなるブランド力強化

に取り組みます。

茶については、良品質の丹波篠山茶の生産を支援するため、冷蔵設備の助成を行

います。

松茸については、丹波篠山の特産として有名ですが、かつての採取量にはほど遠

く、その復活が望まれています。平成２８年度に開催した勉強会には多くの方に参

加いただくなど関心も高く、引き続き、集落等によるアカマツ林の整備や抵抗性ア

カマツの新植を支援します。

特産物の普及ＰＲでは、秋の味覚の時期を中心に篠山の特産のＰＲを京阪神およ

び首都圏で丹波ささやま農業協同組合やＪＲと連携して実施するほか、特産物・地
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場野菜のＰＲや地産地消をめざし、農産物直売所スタンプラリーを開催します。

また、平成２８年度には、台湾において世界各国５００以上の国や地方が出店す

る「台北国際食品見本市」において、黒豆の煮豆や関連商品のＰＲや商談会を実施

しました。商談では、特に黒豆の煮豆に対する評価が高いことから、平成２９年度

も引き続き商談会を実施し、丹波篠山黒豆の魅力を世界に発信していきます。

（４）丹波篠山コシヒカリ宣言（仮称）

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。そこ

で、その魅力をさらに高めるため、「丹波篠山コシヒカリ宣言（仮称）」を行い、市

内外の飲食店での使用を啓発するとともに、丹波篠山産米を広くアピールします。

秋には「お米フェスタ（仮称）」を開催し、その魅力を発信します。

（５）国の米政策見直しへの対応

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、国から、県市を通

じて行われてきた生産数量目標の配分が廃止され、自主的な需給調整への取り組み

へと変わります。篠山市においては、質の高い丹波篠山米とともに黒大豆、山の芋

などの特産物を引き続き生産していくために、農業者を中心とした水田活用プロジ

ェクトチームを設置し、平成３０年度以降に向けた水田農業のあり方について検討

します。

（６）有害鳥獣対策

金網による獣害柵の設置については、平成２８年度末までに総延長約３９０㎞の

整備が完了し、平成２９年度は２集落（北野、大山下）で、約３．５㎞を整備する

予定です。

サル対策については、サル用電気柵、追い払い、適正数管理などに引き続き取り

組み、獣害対策とともに、長い目で野生動物との共生をめざします。

サル用電気柵の設置については一巡したことから、平成２８年６月に実施した要

望調査をもとに、集落ぐるみの対策強化を支援しながら、新たな被害農地への対策

を進めます。

こうした防除施設の整備とともに、ロケット花火、動物駆逐用煙火花火、電動エ

アガン、サル追い犬による追い払い活動の支援に引き続き取り組みます。加えて、

サル監視員による群れの動向把握とサルメールによる群れ情報の発信とサル対策の

被害集落への普及啓発は、サルの行動範囲が近隣市町にも及ぶことから、新たに福
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知山市、南丹市、京丹波町、丹波市と篠山市で設立する広域協議会が中心となって、

より総合的に取り組みます。

また、シカやイノシシなど有害鳥獣対策では、篠山市猟友会と連携し、新たに鳥

獣被害対策実施隊を編成し、被害防止対策が持続的に行えるよう組織強化に取り組

みます。銃器やわなによる捕獲を実施するほか、捕獲従事者確保のため、銃猟・わ

な猟免許取得経費の全額補助、捕獲駆除活動報償金、弾薬負担などの助成を引き続

き実施します。

（７）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だけでなく、農村景観を形

づくったり、多様な動植物の生息を保ったり、また、災害防止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、農業振興地域の農用地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、四十九池（曽地中）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を継続するとともに、新たに大谷池、

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）と吹頭首工（東吹）の改修事業に着手します。また、ため池整備事業

として、浜谷池（東浜谷）、倉谷池（不来坂）、八王寺池（草野）の整備に向けた調

査設計を実施するほか、市内のため池１００カ所で点検調査を行います。そのほか、

池上排水樋門（池上）、吹第３号揚水機（西吹）、北パイプライン（北）の改修を実

施します。

（８）ふるさとの森づくり、彩の里山づくり

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。スギ、ヒノキの植林地については、平成２６年

度から年間３２５ヘクタールを２０年計画で１００％間伐することを目標に進めて

います。また、この間伐と連携して公共施設や市民生活で木材が利用されるよう進

めており、この姿勢は、林野庁から高く評価されています。

また、条例に定める５月５日の「里山の日」にちなんで多くの市民が里山とふれ

あい、地域の里山を再発見する機会にするとともに、篠山チルドレンズミュージア
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ム、ささやまの森公園、丹波並木道中央公園と連携したイベントに取り組み、子ど

もや保護者のみなさんが森や里山に目を向けるよう普及啓発に取り組みます。

さらに、木の駅プロジェクトの支援や生産森林組合協議会と連携して森林の価値

を再評価する研修会を開催したり、森づくりネットワーク会議から提案のあった篠

山産木材の活用に向けた認証システムや発注方法の研究を進めます。

多紀連山などの山々に囲まれた篠山市の森林は、市域の７５％を占め、そのうち

約７割が広葉樹林で、３割が人工林となっており、自然豊かな篠山を創りだしてい

る大切なものです。ことに広葉樹林は、里山として、かつては私たちの暮らしとも

結びつきが強く、四季折々の美しい風景を見せてくれるほか、私たち人間、山の木

々、里山を棲家とする動植物が共存するなど多様な機能を有しています。

そこで、人工林を皆伐して多様な樹種や動植物が生息できる広葉樹林に転換する

森林所有者を市単独事業で支援します。また、これまで真南条や追入、大沢地内で

取り組んできた県民みどり税を活用した混交林整備事業を新たに高倉地内で取り組

みます。

さらに、自治会等で実施いただく里山林の整備について、彩のある里山に生まれ

変わるよう、里山彩園事業などの支援を積極的に進めるとともに、里山スクールな

どを通じて里山整備に携わる人材を育成します。

平成２９年１月、野間地区では野間の森づくりプロジェクトによって、人工林を

皆伐し、木材として搬出した跡地に栗やサクラなどが定植されました。野間地区里

づくり計画に基づく活動であり、里山のありようについて、さまざまなモデル事例

をＰＲしながら、彩の里山づくりを進めていきます。

（９）森林バイオマス、新エネルギー・省エネルギー

篠山市森林バイオマス活用推進計画、篠山市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、篠山市新エネルギー・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、篠山らしい森林資源やエネルギー資源の活用に取り組みます。

こんだ薬師温泉ぬくもりの郷で供用開始したペレットボイラーでは、篠山産木質

ペレットを使用し、消費を拡大することにより二酸化炭素の排出抑制、エネルギー

の地産地消を図ります。

平成２９年１月、市内東部地区で３基目となる電気自動車の充電設備を設けて供
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用を開始しました。家庭用太陽光発電システムの設置やバイオマスストーブの購入

助成、伐採された木を集積し、木質ペレット、まき、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引き続き実施します。

（10）丹波篠山農学校

農業や林業に携わる人の減少によって、農林業に関わる知識や生産技術の伝承が

十分とはいえず、また、新たに携わろうとする人が技術を学ぼうとする学びの機会

が少なく、農林業の担い手の確保が大きな課題となっています。そこで、農業、林

業の講座を丹波篠山農学校として体系的に開講します。

これまで開催してきた楽農スクール、山の芋スクール、里山スクールのスクール

講座をはじめ、特定の課題を学ぶ単発講座、県や関係団体の講座を勧める推奨講座

を開設します。

（11）農地付き空き家の創設

篠山暮らし案内所における定住相談では、家庭菜園程度の「農ある暮らし」を求

める方が多くあり、農業委員会と連携し、農地の取得面積を緩和した「農地付き空

き家」を創設し、移住、定住へとつなげていきます。

（12）山すそなど耕作放棄地の活用策

花や栗などの植栽、ビオトープ田による自然環境保全、都市住民や非農家への貸

し付けなどの指針を策定するとともに、貸し付けにあたっては要件の緩和や農地の

登録制などを引き続き検討します。

８ 企業振興・誘致と観光

平成２５年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

市内企業を訪問した際、経営者の皆さんから、「新卒者を募集しても地元の方が

来てくれない」ということをよく聞きます。市内においても、大手企業にも勝ると

も劣らない高度な技術やノウハウをもった企業が数多くありますが、まだまだ市内

企業の実態が市民の皆さんに周知できておらず、「いまだ篠山市には就職する企業

がない」と誤解されているところがあります。

そこで、人材を求める市内企業を広く市民の皆さんに知ってもらうため、これま
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で新規学卒者や成人になる若者を中心に配布してきた企業紹介ガイドブックを市内

全世帯に配布するとともに、高校での三者面談でも配布します。さらに、引き続き、

市広報紙での企業紹介コーナーの掲載や、篠山市企業紹介展・企業見学会を開催す

るなかで、分かりやすく紹介できるように工夫します。また、将来の就職に向けて

地元企業を知っていただく場として、高校生と大学生とその保護者を対象に、地元

の企業を紹介するイベントを開催し、地元就職を応援します。

平成２８年度に創設したインターンシップ事業補助金により、大学生等をインタ

ーンシップに受け入れていただいた事業所への支援を行いました。引き続き、篠山

市へのＵ・Ｉターン就職につなげていきます。また、阪神間に所在する大学等と市

内企業との情報交換会も継続して行い、市内雇用の拡大に取り組みます。

現在、就職の斡旋についてはハローワーク篠山出張所に委ねており、求人情報の

み市ホームページに掲載しているところです。しかし、市内企業では人手不足が発

生しており、人材を募集してもなかなか人が集まらない状況です。

そこで、地元就職等の相談窓口を設置し、これまで企業訪問等により収集した情

報を有効に活用しながら、ハローワークや市内企業等と連携して仕事の情報を提供

し、地元就職の促進を図ります。

また、大学生等を中心に篠山市内への就職を支援するため、就職等の情報を一元

的に発信する情報サイトを開設します。篠山市内で就職を考えている学生の皆さん

に登録していただき、地元の就活イベント、インターンシップや地元企業の情報を

提供し、就職活動をサポートするとともに、篠山市のイベント情報なども提供し、

篠山を離れても篠山を意識していただけるよう取り組みます。

さらに、若年者の雇用拡大と地元定着を支援するため、市内在住で新規の高校卒

業者および大学等卒業者が地元企業に就職された場合、就職お祝い金として１人あ

たり１０万円を交付します。

（２）市内企業の振興

アベノミクス以降、緩やかに景気は回復し、中小企業の設備投資は増加傾向にあ

ります。市内企業においても、平成２８年度は日本チバガイギー株式会社や株式会

社伊丹精機、フルヤ工業株式会社が新たに工場を増設されるとともに、相互印刷株

式会社が本社から研究棟を移転されました。企業の工場や本社機能を有する特定業

務施設の新設や増設には、工場等施設整備奨励金、雇用促進奨励金、地方拠点強化
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奨励金および課税免除制度をもって直接支援します。さらに、市内企業が開発した

技術や製品の取引先や事業提携先の開拓を図るため、展示会等出展事業補助金を創

設し、展示会等への参加経費の一部を支援します。

（３）企業誘致

農工団地への企業誘致については、市長のトップセールスなど、引き続き、篠山

市への進出が高いと見込まれる企業に篠山市の最新情報を提供しながら、企業誘致

に向けてＰＲします。中央地区は「農都の森」としてＰＲし、犬飼・初田地区は、

接道する市道大沢新栗栖野線が平成２９年４月から供用開始となるため、アクセス

の有利性をＰＲするとともに、より立地のイメージがしやすいよう、鳥瞰図を作成

します。あわせて、どうしても企業用地として誘致が困難と認められるときには、

他用途への転換について模索、検討します。

平成２８年度において、東吹の遊休地に株式会社丸太太兵衛小林製麺が進出しま

した。引き続き、空き工場等への需要は高く、企業誘致の可能性は高いことから、

空き工場等の情報収集と情報発信に努めます。

（４）起業支援

平成２４年度から、市内で新たに起業する方に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し、まちや地域の活性化と魅力アップに取り組んできました。

平成２６年度からは篠山らしい食や特産を活かした起業にも支援枠を拡大し、平成

２８年度は当初の予定を上回る１２件の起業に支援をすることができました。黒豆

や山の芋、栗などの特産を活かしたカフェや料理店、猪肉やシカ肉を加工処理して

ジビエ素材を高級レストランに供給する施設、町屋を活かしたアンティークな雑貨

屋、エステや猫カフェなど趣向を凝らしたユニークなお店も新たに開業されました。

平成２９年度においても、起業するなら篠山といわれるように、商工会と連携し、

起業希望者への情報発信、きめ細やかな相談体制を整えて、市内での起業をしっか

りとサポートします。

平成２４年度から平成２８年度までの５年間で３５件の起業支援を行っており、

起業者が地域と関わるなかで、まちの元気がアップしています。そこで、これまで

の市内での起業をとりまとめ、起業者紹介はもとより、新たな起業者を呼び込むき

っかけとなるような起業ＰＲパンフレットを作成し、内外にアピールします。
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（５）商店街の振興

商店街については、観光客の増加に伴い、新たなカフェやレストラン、雑貨店な

ども増えており、県内で唯一といって言っていいほど昔の趣を留め、にぎわいのあ

る商店街となっています。これからも、人々に愛され一度は訪れたい商店街として

アピールできるよう、商工会や商店街連合会と連携して、将来の商店街のグランド

デザインを描いていきます。

具体的な案としては、ゆったり、ゆっくり買い物を楽しめるよう、商店の前や空

きスペースに木製ベンチや床机を設置したり、店舗の軒に春はシャクナゲ、夏は山

の芋のグリーンカーテンなど、四季折々の篠山を感じていただける取り組み、パラ

ペットの撤去や町並みに合う店舗看板など、訪れる人に安らぎを与え、人と人が交

わり、笑顔あふれる商店街をめざして、商工会や商店街連合会と連携して取り組み

ます。

また、商工会を通じた市内の商工事業者に対する経営指導を支援する経営改善普

及事業や商工会各支部の取り組みには、商工会からの要望を踏まえて、予算措置す

るとともに、商店街賑わい創造事業や空き店舗対策事業、製造業人材育成事業、新

規学卒者研修などについても、商工会を通じて引き続き支援します。

（６）伝統産業の振興

丹波焼は、全国にその名を誇る篠山市を代表する伝統産業であり、平成２７年秋

には、最古の登窯の修復完成、日本六古窯サミットなどを通して、丹波焼の新たな

魅力を発信することができました。

立杭の郷は、他産地のように工業化されず、６０余りの窯元が甍の軒を連ね、
いらか

窯元集落を形成し、各登り窯から立ち登る煙を一望できる景観は、国内で唯一とい

って良いこの地だけに残された伝統的な風景です。秋の陶器まつりでもお気に入り

の陶器を求めて窯元歩きや工房巡りをする方が年々増加しており、窯元や作者の顔

が見える作品が丹波焼の大きな魅力となっています。こうしたことから、復活した

最古の登窯を立杭のランドマーク〔立杭の景観を特徴づける目印〕として位置づけ、

窯元だけでなく、陶芸教室の参加者や観光客、市内の学生などできるだけ多くの方

々に関わっていただく仕組みづくりに兵庫陶芸美術館とも連携して取り組みます。

丹波立杭陶磁器協同組合では、５月のゴールデンウィークの「焼き物のさと 春

ものがたり」のイベントに合わせて最古の登窯の焼成を行い、窯元巡りや陶器市な
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どを開催し、丹波焼のさらなる振興を図りたいと計画されており、秋の陶器まつり

とあわせて丹波焼振興のイベントとなるよう取り組んでいきます。

さらに、篠山での日本六古窯サミット宣言に基づき、「日本六古窯」として日本

遺産認定に向けて引き続き取り組むとともに、福井県越前町で平成２９年１２月に

開催予定の六古窯サミットの成功に向けて、産地間交流活動やＰＲ活動に連携して

取り組みます。

また、日本三大杜氏のひとつである丹波杜氏をさらに知っていただくため、平成

２８年度に実施した丹波杜氏酒造記念館での展示コーナーの追加リニューアルを実

施します。

（７）住宅リフォーム助成

市内建設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２８年度は１２６件で工事費は１億４，０００万円（平成２９年３月見込み）

に達しています。平成２９年度も引き続き実施し、篠山産木材を使用した場合は新

たな助成枠を設けます。

（８）観光、外国人観光客の誘致推進

篠山城跡や周辺城下町、立杭地区には、行楽シーズンのみならず１年を通じて多

くの観光客にお越しいただくようになりました。さらに、「日本遺産認定」と「ユ

ネスコ創造都市ネットワーク加盟」を機に丹波篠山の知名度がアップしました。

篠山市には、城下町地区と福住地区の２つの重要伝統的建造物群保存地区や立杭

地区だけでなく、集落丸山を代表とする農村集落の景観、大国寺や櫛石窓神社、波

々伯部神社などの社寺仏閣、戦国の歴史舞台となった八上城跡や金山城跡をはじめ

とする山城群、丹波地方最大で県内２位の規模を誇る雲部車塚古墳などの遺跡、県

立自然公園としてクリンソウや希少動植物を育み、修験道の聖地として栄えた多紀

連山を代表とした緑豊かな山々など歴史と文化、自然環境に恵まれた誇るべき観光

資源がたくさんあります。また、黒岡の春日神社、波々伯部神社、京都の祇園祭の

影響を受けた鉾山祭礼、池尻神社の人形狂言、鱧切祭、今田町の小野原・住吉神社

の蛙おどりなど、人々の暮らしのなかで守り育てられた多彩な祭や伝統行事が残さ

れています。加えて、篠山には多くの人々を魅了する黒大豆、山の芋をはじめとし



- 30 -

た農の都としての豊富なブランド農産物にも恵まれています。

しかしながら、こうした観光資源を有機的に結び付け、多様な篠山の魅力を積極

的に発信する取り組みについては十分と言えず、イベントで篠山をアピールし、観

光客にお越しいただくという方法が中心となっていました。今後は、これらの観光

資源をしっかりつなぎ合わせて、丹波篠山ならではの魅力を積極的に発信し、地域

が主体となった着地型観光〔観光地からの発信〕に取り組んでいくことが重要であ

ると考えます。

平成２９年度は観光施策の４つの柱として、

①観光客の滞在時間を伸ばし、地域資源を活かし、市内全域への誘客を図る仕

組みづくり

②城下町地区、今田地区での周遊性を高める仕組みづくり

③外国人観光客の受入体制の整備

④おもてなし風土の醸成

を掲げてさらなる観光振興に取り組みます。

そのため、平成２８年、新たに立ち上げた「丹波篠山観光推進協議会」を核とし

て、４つの柱に基づく篠山観光の振興施策について、さまざまな立場から意見をお

聞きし、より効果的な施策の検討を行います。

１つ目の柱「観光客の滞在時間を伸ばし、地域資源を活かし、市内全域への誘客

を図る仕組みづくり」については、各地域のお祭りや農の収穫体験、エコツーリズ

ムなど旅行者を受け入れる地域（着地）側が、地域資源を活かした旅行プランや体

験プログラムを出来るだけ多く創り出し、ＪＲや旅行社、個人旅行者に篠山の魅力

を直接アピールすることで、市内全域に多くの観光客にお越しいただけるよう取り

組みます。

滞在時間を伸ばすゆったり観光を進めるうえで、宿泊は重要な要素です。旅館組

合と連携し、時間をかけて篠山を味わい楽しむ宿泊客の増加をめざし、それぞれの

宿泊施設の特徴やサービスを組合加盟の施設が連携してＰＲする「丹波篠山夢旅館

構想（仮称）」の具体化を検討します。

２つ目の「周遊性を高める仕組みづくり」については、平成２８年度に作成した

観光パンフレット、サイクルマップの活用、スマートフォンアプリ・丹波篠山ナビ

の普及ＰＲ、城下町と立杭の窯元を結ぶバスの継続運行など、訪れる観光客にわか
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りやすく観光地を巡っていただく仕組みづくりに取り組みます。

３つ目の「外国人観光客の受入体制の整備」については、平成２８年度事業とし

て、訪日外国人向けの観光多言語ホームページの立ち上げや観光パンフレットの多

言語化に取り組み、新たなＰＲを始めました。平成２９年度は、外国人旅行者に、

できるだけ丹波篠山を知っていただくため、訪日外国人が最も利用しているウェブ

サイト（トリップアドバイザー、ジャパントラベル、マッチャ等）に篠山の観光情

報を登録し、篠山の魅力を発信し、訪日外国人旅行者が篠山へ訪れていただけるよ

う取り組みます。また、お越しいただいた外国の方々の相談や要望に英語で応えら

れるコンシェルジュ（総合案内人）の設置について、他市の事例を参考に検討しま

す。

また、駅、観光施設、観光案内所、各店舗、宿泊施設などにおいて、具体的にど

のように外国人に接遇すべきか検討し、準備を整えていきます。

さらには、留学生や在留外国人を対象としたモニターツアーを実施し、外国の方

から見た篠山の印象や改善点を現状分析し、訪れてみたい観光地となるよう施策に

反映していきます。

４つ目の「おもてなし風土の醸成」については、昨年１０月に開催した「篠山市

景観セミナー」で景観まちづくりのスペシャリストである東京大学の堀繁教授が「景

観による地域の魅力づくり」と題して講演いただきましたが、「篠山の景観の特徴

は、田園とまち並みであり、城下町のまち並みも遠くの山が見えるように道路の配

置が考えられていて、自然をまちの中にうまく取り込んでいる。また、篠山は地域

の資源もたくさんあるので、あとはホスピタリティー表現（もてなしの形）を磨け

ばさらに良くなる。店先には、のれんをかけて、縁台や植物を置き、沿道にはベン

チを置くなどして丁寧にもてなすことで、さらに人が集まる。特に道路は大切で、

車優先ではなく、歩いて楽しい場所にすれば」とのお話をいただきました。観光客

を迎える「おもてなしのまちづくり」という新たな視点に立って取り組みを進める

ため、堀先生におもてなしアドバイザーとしてお越しいただき、まちのホスピタリ

ティー向上へのアドバイスをいただき、具体的な施策につなげていきます。

最後に、観光ＤＭＯの設立については、観光振興の新たな仕組みとして、観光協

会や商工会とも協議し検討します。
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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・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、橋梁長寿命化

修繕計画、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

りながら、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要望に基づいて、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、要望のあった市道旧国

道西荘上宿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。

道路災害復旧事業については、平成２７年７月の台風１１号の豪雨によって、復

旧工事途中に再度被災した市道栃梨辻東線の地すべりカ所の大規模法面工事を実施

して、生活道路や通学路として利用できるよう早期の復旧に向けて全力を挙げます。

集落内およ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」モデル事業を市道宇土谷山線において取り組み

ます。

橋りょうについては、道路法の改正に伴う調査点検業務を年次計画で進めるとと

もに、平成２３年度に策定した橋梁長寿命化修繕計画に基づき、小多田橋（小多田）、

村雲橋（向井）、般若寺橋（般若寺）、うとぎ下橋（福住）、西岡屋３号線（西岡屋）

の橋りょう修繕工事を行い、安全確保に努めます。

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
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を進めていただくため、引き続き取り組みを支援します。

（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、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た日置地区のモデル事業を市民に周知するととともに、引き続

き市内２カ所でモデル事業に取り組みます。また、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、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。

また、市内で県が管理している一級・二級河川と市が管理している普通河川にお

いて、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等の施設について、

河川台帳の整備とあわせて調査し、魚道の設置を検討します。

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紙やホームページなどで紹介

し、整備される自治会への支援を行います。

（３）公衆トイレ、公園整備

市内に設置している公衆トイレは、施設に附属したものや単独のものがあります

が、案内・誘導表示が少なく、分かりにくいとのご意見をいただいており、市民や

観光客に分かりやすいデザインの看板を設置します。

シャクナゲ公園については、毎年４月に開催されるシャクナゲまつりの第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を植栽して、

市民が気軽に訪れる公園になるよう、年次計画で取り組みます。

（４）ＪＲ篠山口駅周辺整備

ＪＲ篠山口駅自由通路橋については、平成１０年に供用開始をしていますが、橋

脚の根元部分の一部にさびが発生していることから、長寿命化に向けた劣化調査と

修繕工事に向けた設計業務を行います。

ＪＲ篠山口駅前広場の西口・東口に設置している障がい者トイレについては、オ

ストメイト設備やベビーチェアなどを設置し、だれでも利用できる多目的トイレに

改修します。

平成２５年度に新たに設置した東口一時駐輪場については、利用者の増加に伴い

１０台分を増設し、自転車利用者の利便性の向上と違法駐輪の防止に努めます。
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（５）公共交通

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であり、路線バスを維

持するための運行補助、コミュニティバスの運行、乗合タクシーの運行助成を引き

続き行いますが、利用者数が減少している状況から、現在、抜本的な見直しを行っ

ています。

一昨年から庁内において検討してきた公共交通の見直し案を説明し、ご意見など

を聴くため、１９地区ごとに説明会を開催しました。市全域の基本的な考え方は、

路線バス、コミュニティバス、タクシーなど複数の手段による交通ネットワークを

つくり、各方面から市役所周辺およびＪＲ篠山口駅まで、乗り換えなし、もしくは

１回の乗り換えをすることで行き来を可能にすることを考えています。主に幹線を

走る路線バスは一部路線で減便や路線変更、コミュニティバスは現在の７ルートを

３ルートにして毎日運行にするということを検討しています。

さらに、バス停まで歩くことが困難である、使いたい時間に乗ることができない

などの問題点があることから、バスに代わる手段として、よりきめ細かく動くこと

ができる市町村有償運送の取り組みや乗合タクシーの運行などを提案しています。

この方法は、福住、村雲、大芋、後川、西紀北、西紀中の各地区に対して提案して

おり、具体的に検討していただいている地域もありますので、方針が決まりました

ら地域の運営組織の立ち上げや運行方法の決定などを支援していきます。また、タ

クシーをもっと利用しやすくするため運賃補助などの希望も多数の地域からあり、

あわせて検討していきます。

再編案での運行は、平成３０年４月からをめざしており、許可申請などの手続き

や周知期間などを考慮すると、平成２９年夏ごろ、最終的な方針を決定し、住民代

表や各関係団体代表、関係事業者などで構成する篠山市地域公共交通会議に諮った

うえ進めていきます。

（６）上水道

栗柄ダム水の活用については、平成２８年度に栗柄浄水場の増設改造を進めてお

り、平成２９年度に新規水源・ダム水への運用切替えを進め、安定した水道水の供

給に努めます。

水道施設統廃合事業については、畑井浄水場を廃止し、畑井加圧所として機能さ

せることによって、城東地区を県水区域に編入します。日置地内から北嶋地内畑井
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浄水場までの配水連絡管布設工事約２，３００メートル、剛山配水池への老朽送配

水管の更新工事約７００メートルおよび加圧送水ポンプ２基の整備を行います。

浄水施設整備事業では、西新町浄水場中央監視装置更新について、市内全域の水

道施設を日々監視しているパソコンの更新および内蔵ソフト（監視システム）の全

面更新を実施するとともに、水道施設統廃合や栗柄浄水場の増設機器などに対応し

た監視内容のシステム変更も同時に行います。

平成２９年度では県事業などによる水道管支障移転に多くの対応を要します。国

道３７２号（波賀野地内）、県道長安寺西岡屋線（東木之部地内）、県道丸山南新町

線（知足地内）、四十九池改修（曽地中地内）、また、下水道事業の京口排水ポンプ

施設整備工事（糯ヶ坪地内）による工事対応を行います。総延長で約３４６メート

ルを実施します。

水道施設更新事業については、坂本地内４２０メートルの配水管更新と乾新町地

内の舗装復旧工事を実施します。また、配水設備整備では、本郷、遠方、今田町下

小野原地内で減圧弁の更新を、浄水場設備整備では福住浄水場の取水ポンプ更新工

事を実施します。

また、上下水道料金についても、市税等と同様、口座振替の推進を図るため、「ペ

イジー口座振替受付サービス」を導入します。

平成２８年度に策定した篠山市水道事業経営戦略に基づき、平成３７年度までの

１０年間について、現行の水道料金を維持した投資・財政計画により水道事業運営

を図ります。人口や水需要の減少による料金収入の減少により、引き続き厳しい経

営状況が予測されますが、この経営戦略に基づき、定期的な見直しを行いながら、

水道事業の財政健全化に努めます。

（７）下水道

下水道処理施設の統合計画については、将来にわたり下水道施設の健全な施設運

営が展開できるよう、平成２８年度に第１期計画分（篠山ブロック・丹南ブロック

・日置ブロック・西紀中央ブロック・西紀北ブロック）の下水道事業認可変更手続

きを進めました。

平成２９年度は、公共下水道の丹南処理区および特定環境保全公共下水道の日置

処理区並びに西紀中央処理区を統合先とするブロックについて、汚水接続管路等の

詳細設計を進めます。
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第２期計画分（立杭ブロック）にあっては、地元協議を継続的に取り組むものと

し、立杭浄化センターにおける臭気対策に係る設備の機能強化と丹波焼の里に相応

しい施設として景観・緑化対策工事を実施します。

下水道処理施設の長寿命化事業については、平成２８年度に実施した住吉浄化セ

ンターの劣化診断結果に基づき、処理施設の長寿命化計画策定業務に取り組みます。

下水道施設のストックマネジメント計画では、処理施設の資産調査に引き続き、

各設備の点検調査・劣化診断業務を進めるとともに、農業集落排水処理施設では機

能強化対策事業として栗柄集落排水処理場の機械・電気設備の更新工事を実施しま

す。

下水道処理施設や中継ポンプ施設が、停電や電力低下などによって停止するなど

の事故に備え、異常通報装置の改良を計画的に進めています。平成２９年度は、農

業集落排水処理区域で４カ所の更新により関係区域内すべての更新が完了します。

公共下水道、特定環境保全公共下水道、コミュニティプラントの処理区域について

は、引き続きそれぞれ１０カ所程度の更新を行います。また、汚水量の多い中継ポ

ンプ施設の対策として、移動式発電設備を購入し安全対策の充実を図ります。

乾燥汚泥肥料・あさぎり乾肥の取り組みについては、平成２９年度から竹チップ

を混合した肥料の配布を行い、利用者などから臭気低減効果を聴き取りながら下水

道汚泥の減量化に引き続き取り組みます。

平成２８年度からスタートした「マンホールカード」は、全国各地の土地柄を反

映した下水道のデザインマンホールをカードにし、デザインの由来や写真・ご当地

情報を紹介したもので、下水道のＰＲの一環として全国の自治体に広がりつつあり、

人気を集めています。篠山市内には全部で９種類の観光名所や農村風景を施したデ

ザインマンホールがあります。多くのファンに訪れていただく仕掛けのひとつとし

て、マンホールカードを作成し、希望者に配布することで、下水道に親しみを持っ

ていただき「日本遺産のまち」をＰＲしていきます。

下水道事業の公営企業化に向け、平成２８年度から３カ年計画で下水道事業固定

資産調査・評価事業を進めており、平成３１年４月からの地方公営企業法適用に向

け、引き続き移行業務に取り組みます。

また、健全かつ安定的な事業運営を継続するために、平成３７年度までの１０年

間を計画期間とし、平成２８年度に篠山市下水道事業経営戦略を策定しました。
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今後は、公営企業会計への移行に合わせて、定期的な見直しを行いながら、持続

可能な下水道事業の確立に努めます。

（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年度に実施した基本設計および実

施設計に基づき、平成２９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および河川管理者との協議による篠山川の堤防保護工事を、平

成３０年の梅雨時期までに完成するよう取り組みます。

（９）市営住宅

市内には２７団地、５１２戸の市営住宅があり、所得の低い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。平成２９年度は、篠山市営住宅長寿命化計画に基づき、今田団地２棟

の外壁等改修工事の実施、ヌーベル西紀団地および福住団地の外壁等改修工事に向

けた設計業務を行い、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、劣化が激しい河原町団地の通路部の舗装改修を行い居住環境の向上を図ります。

あわせて、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、退去済みの住宅の取壊しを計画的に進めます。特に、南新町住宅については、

入居者に市の方針を丁寧に説明して他の市営住宅への移転を求め、跡地の有効活用

が早期に図れるように取り組みます。

（10）住宅耐震化の促進

篠山市では、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、簡易耐震診断を促進しています。

平成２９年度から、耐震診断の結果、改修工事費等の補助を実施する、ひょうご

住まいの耐震化促進事業が兵庫県から篠山市の事務として移管されるため、篠山市

が主体となって、耐震改修計画策定費や建物全体の安全性を確保する耐震改修工事

費の助成、さらに、部分的な改修工事により耐震性を確保する簡易耐震改修工事の

助成を推進して、安全・安心な暮らしの実現を図っていきます。

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。
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（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、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２８年の救急搬送人員は、平成２７年の２，０３６人を若干下回

る２，０１５人となりました。そのうち市内医療機関への搬送率は、平成２７年の

６７．３％を２．１ポイント下回る６５．２％、搬送人員は平成２７年の１，３７

０人を下回る１，３１３人となりました。

しかしながら、消防本部からの救急搬送要請に対する拒否率は、平成２７年の２

７．４％から６．８ポイント改善され２０．６％となり、市内の医療機関で積極的

に救急搬送を受け入れていただいています。ただ、脳疾患については、専門医の不

足によって、市外の病院に搬送せざるを得ない状況にあります。

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。

平成２９年度においては、救急処置を必要とする重篤な患者に対して、１分１秒

でも早く必要な病院へ搬送できるようするため、ささやま医療センター横駐車場に

ヘリポートを設置します。

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２０人の学生に利用いただき、うち卒業

された４人は篠山市内の病院に就職されています。

平成２９年度は、さらに６人の修学資金の貸与を予定しており、さらに制度の周

知を図りながら、看護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

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。

学校法人兵庫医科大学と平成２０年７月１４日に締結した基本協定については、

平成３０年までの１０年間となっています。今後も篠山市の医療体制が維持できる

よう、ささやま医療センター等と協議を行い、平成２９年度中に兵庫県も含めた３

者で基本協定が継続できるよう取り組みます。
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（２）国民健康保険の健全運営と介護保険の充実

国民健康保険については、高齢者と低所得者の被保険者の割合が高いことと、高

度医療の進展により医療費が大きく伸び、厳しい財政運営が続いています。

平成２７年度に策定したデータヘルス計画に基づき、被保険者の健康増進を図る

ための事業を進めるとともに、レセプト点検、ジェネリック医薬品利用差額通知の

発送や利用向上の啓発などに引き続き取り組み、医療費の適正化、国民健康保険財

政の安定に取り組みます。

また、健康診査を受診する習慣を身につけることにより生活習慣病の発症や重症

化を予防できるため、電話や勧奨ハガキにより受診を推進します。

平成２９年度は、国民健康保険加入者の健康増進と医療費の適正化をめざし、第

２期データヘルス計画、第３期特定健診等実施計画を策定します。

また、国民健康保険税の口座振替を促進するため、銀行のキャッシュカードで口

座振替が手続きできる「ペイジー口座振替登録サービス」を導入します。

法改正に伴い、平成３０年度から国民健康保険は県広域化となり、県との共同運

営となります。平成２９年度は、国保広域化が円滑に移行できるよう準備・調整を

進めるとともに国保財政の安定した運営に取り組みます。

介護保険については、平成２９年４月から要支援者にかかる訪問介護（ホームヘ

ルプ）、通所介護（デイサービス）が介護給付から介護予防・日常生活支援総合事

業での実施に変更になります。地域包括支援センターや事業者と連携を深め、利用

者の皆さんへの説明と適切なサービスの提供に努めます。

介護保険給付は、要介護認定者数が増えたこと、要介護度が重度化していること

などから、第６期介護保険事業計画値（平成２７年度～平成２９年度）を上回り、

介護給付費が大きく増加している状況となっています。平成２９年度は、介護給付

費の動向をしっかりと把握するとともに、第７期介護保険事業計画（平成３０年度

～平成３２年度）を策定し、介護保険財政の健全化、介護保険制度維持に向けた取

り組みを行います。

（３）健康づくり

篠山市では、全国に先駆けて中学１年生全員を対象にしたピロリ菌検診を実施し、

平成２７年度は精密検査で陽性となった中学生に対する除菌治療の費用助成を実施

しています。引き続き実施し、早期治療につなげることで将来の胃がんリスクを減
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らし、胃がんゼロのまちをめざします。

乳がん予防について、現行の集団および個別検診に加え、平成２８年度に初めて

ピンクリボン運動に合わせて平成２８年１０月１６日、ささやま医療センターにお

いて、乳がん検診を実施し、４７人が受診されました。ピンクリボン運動は乳がん

予防の世界的な普及啓発キャンペーンのことで、日本では１０月の第３日曜日を乳

がん検診が受けられる日（ＪＭＳ＝ジャパン・マンモグラフィ・サンデイ）と定め

ています。さらに、平成２９年度は子宮頸がん検診とのセット検診に向けて、ささ

やま医療センターと調整します。このように女性のがん検診の機会を増やすととも

に、予防意識を高め、積極的に女性のがん予防を推進します。

また、引き続き成人式での予防啓発を実施、２０歳・３０歳・４０歳での子宮頸

がん無料検診をはじめ、乳がん、大腸がん、肝炎ウイルス検診、胃がんリスク検診、

歯周疾患検診についても節目年齢の検診対象者に対して無料検診を実施します。

食育では、平成２８年１２月、子どもたちに伝えたいささやまの郷土料理レシピ

集の改訂版を作成しました。これは、日本遺産の認定を機に、デカンショ節にも多

く謳われている郷土料理などの豊かな食文化を未来を担う子どもたちに伝えるため

に改定したものです。平成２９年度においては、このレシピ集を活用した食育教育

を開催するほか、第３次篠山市食育推進計画の策定、また、７回目となる食育推進

大会では、篠山市歯科医師会と連携し、食の入り口である「口腔の健康づくり」を

テーマとして開催し、食育推進事業を通して食と農の都をめざします。

（４）高齢者福祉の充実と介護予防

平成２９年１月１日現在で市内の６５歳以上の高齢者の方は、男性５，８９３人、

女性７，８７６人、合計１３，７６９人と平成２８年から２２９人増え、高齢化率

は３２．３％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、高齢者がいつまでも元気で、安全に安心して暮らせる地域社会づくり

を計画的に進めるため、平成２９年度は、第７期介護保険事業計画策定に合わせ、

高齢者保健福祉計画の見直しを行います。

増え続ける認知症高齢者については、国の新オレンジプランに基づき、保健師や

医師などの専門職がチームで支援し、早期に訪問、適切な医療や介護サービスにつ

なぎ、本人や家族への支援を包括的・集中的に行う認知症初期集中支援チームの取

り組みを充実させます。
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また、道に迷った高齢者などを早期に発見できる仕組みとして、警察、ささやま

マメに見守り隊等と連携し、認知症高齢者等の見守り・ＳＯＳネットワークの仕組

みをさらに充実させるとともに、認知症の方に配慮した声かけや見守りが実践でき

るよう高齢者外出見守り模擬訓練を実施します。

そのほか、認知症のある方やその家族、支援者などが気軽に集まる認知症カフェ、

介護セミナー、認知症介護教室、認知症サポーター養成講座を開催し、認知症の方

が疎外されることなく、自分の役割をもって地域で暮らしていける仕組みをつくる

ため、市民が認知症を正しく理解する取り組みを継続します。

今後、認知症のある独居高齢者や高齢者のみの世帯が増えるなか、介護保険サー

ビス等だけでは解決できない課題が増えてくることが予想されます。また、その方

々を支える専門職（ホームヘルパーや介護福祉士、看護師等）の確保や、介護保険

制度、医療保険制度だけでは支えていくことが難しくなることが予想されます。

このようななか、高齢者のだれもが、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ

ることをめざし、介護・医療・生活支援・介護予防・住まいを一体的に支援する地

域包括ケアシステムの構築を進めます。

そのためには、市民の積極的な参画によるつどいの場やおたがいさま活動などの

多様なサービスを地域の皆さんとともに作ることをめざし、生活支援コーディネー

ターを中心に、地域での話し合いの場づくりを進めます。

また、平成２９年４月から、要支援者にかかる訪問介護（ホームヘルプ）と通所

介護(デイサービス)が、全国一律の予防給付から市が実施する介護予防・日常生活

支援総合事業（総合事業）に移行します。

総合事業に移行することで、必要なニーズに対して、市が独自にサービスを準備

していくことができます。先ほどの生活支援コーディネーターや篠山市社会福祉協

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、地域の実情に応じた多

様なサービスの確保に努めます。

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進めるため、地域に

密着した事業へと展開し、１９のまちづくり協議会と事業所が協働しながら、デカ

ボー体操を取り入れた地区いきいき塾を立ちあげています。平成２９年１月現在で、

１０地区が立ちあがり、介護予防の効果も出ています。設立後１年を経過した地区
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では地区ミーティングを実施します。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。

平成２９年度末までを目標に１９地区すべてに地区いきいき塾を立ちあげ、元気

回復の場として地域に広めていけるよう進めていきます。

また、同時に元気を維持する場として、自治会単位で住民主体のいきいき倶楽部

の立ちあげと継続支援、市全域を対象とした脳とからだのいきいき塾（認知症予防

教室）の開催を進めていきます。

高齢者の社会参加・生きがいづくりのため、シルバー人材センターや老人クラブ

の活動を支援し、介護支援ボランティアポイント制度事業、会員相互の援助システ

ム・見守り支援サポーター事業を推進します。

（５）権利擁護

平成２７年２月に高齢者・障がい者権利擁護サポートセンターを開設し、ふくし

総合相談窓口とあわせて、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

関する相談を受けています。

相談件数は年々増加し、その多くは複雑な課題が重なり、福祉的支援だけでなく、

成年後見制度を必要とするなど相談者個人やその家族だけでは解決できない状況が

浮き彫りになっています。平成２９年８月からは、より専門性を高め、複雑化する

相談に対応するため、サポートセンター業務を専門職で構成するＮＰＯ法人へ委託

し充実を図ります。

また、高齢者や障がい者などへの虐待を未然に防ぐとともに、地域で孤立しない

ようにしていくため、さまざまな機関とネットワークを広げ、地域の皆さんがおた

がいに支え合うことをめざし、権利擁護市民フォーラムを開催します。

さらに、ささやまマメに見守り隊、見守り支援サポーター事業、ささやま見守り

台帳など、見守りの制度や仕組みが機能するよう、積極的に普及啓発に取り組み、

生命や財産、権利が守られ、住み慣れた地域においていつまでも安心して暮らし続

けられるよう権利擁護支援体制の充実に努めます。

（６）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

掲げ、第４期障がい福祉計画をもとに施策を推進します。

平成２９年度は篠山市保健福祉総合計画の見直しに合わせ、障がい者基本計画と
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第５期障がい福祉計画を策定します。

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篠山市をめ

ざします。平成２９年度においては、手話奉仕員養成講座（基礎編）を受講された

方が手話通訳者養成講座に進みやすくするため、ろう者との対話を重視したステッ

プアップ講座を新たに設け、手話通訳者養成の取り組みを強化します。また、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

職員の養成に努めます。

障害者総合支援センタースマイルささやま、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なか、利用者のニーズに応じた

支援に引き続き取り組んでいきます。平成２９年度には不審者侵入防止対策として、

両センターに防犯カメラを新たに設置するとともに、スマイルささやまの設備更新

と屋根修繕工事を実施し、利用者が安心して通所できるように整備します。

援助の必要な障がいのある方などが、災害の発生時や避難する時、パニックや発

作、病気等の緊急時など、手助けを求めたいときに提示するために携帯しておくヘ

ルプマークおよびヘルプカードの普及について、障害者団体および障害福祉関係機

関の意向、県内各市の状況等を把握しながら検討します。

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、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、きらきら☆カーニバルなどを引き続き開催し、障がい

者支援施策の充実に努めます。

（７）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２９年１月１日現在１６３世帯で、平成２８年同期と

比較して３世帯の増加となっています。特に、高齢化に伴って、無年金や年金だけ
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では生活ができない高齢者世帯の増加が続いています。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を行い早期の自立をめざします。また、

生活困窮者自立支援相談窓口による早期の相談を実施します。

篠山市における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。また、積極的にひきこもり支援活動を行っているＮＰＯ

法人「結」の活動場所である「遊び村」のトイレ整備費用の助成を行います。

兵庫県の自殺者数は５年連続で減少し、１９年ぶりに１，０００人を下回る状況

になりました。篠山市では４年連続で減少していたものの、平成２８年は若干増加

しました。引き続き、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、こころの健康フェアの開催などを通して、自殺対策事業

に取り組んでいきます。

（８）人権尊重のまちづくり、男女共同参画、多文化共生

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を図り、特にＤＶ相談や児童虐待など緊急を要する案件につ

いては、庁内はもちろん県、法務局や警察などの関係機関と連携を図りながら対応

していきます。

人権啓発事業については、平成２８年度に行った人権意識調査の結果を踏まえ、

市民の人権意識の変化を分析し、これまでの啓発事業の効果検証を行うとともに、

今後、市が開催する講演会やセミナーの内容に反映させていき、さらなる市民の人

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については、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。

市内には、現在、約５３０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、数の多い順に、ブラジル、ベトナム、韓国、朝鮮、中国などとなってい

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、
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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。

平成２７年８月に女性の採用・登用・能力開発等のための事業主行動計画の策定

を事業主に義務付ける女性の職業生活における活躍の推進に関する法律が成立しま

した。内閣府の男女共同参画推進本部では、社会のあらゆる分野において２０２０

年までに将来指導的地位に女性が占める割合を３０％以上とする目標が掲げられて

います。

篠山市における女性管理職の登用率の目標については、平成３２年度を２０％と

していますが、平成２８年度は１７．３％にとどまっています。女性の活躍が進む

ことは女性だけではなく、男女がともに仕事と生活を両立できる暮らしやすい社会

の実現にもつながることから、男女の働き方・暮らし方・意識の変革が進められる

ような講演会やセミナーを開催し、男女共同参画の推進と女性が活躍できる社会づ

くりに努めます。

（９）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

査などのために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。平成２８年度には人権フェスタなどで臨時窓口の開設をするとともに、

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うなど、さらなる

登録者の増加を図りました。

部落解放同盟篠山市支部連絡協議会から提案を受けた戸籍謄本などの交付、請求

者の情報開示については、平成２８年度に篠山方式と言えるような交付請求者と開

示請求者のそれぞれの事情などを比較考量して開示する仕組みを検討しています。

今後、これらを具体化するため、篠山市個人情報保護条例の改正とあわせて、篠山

市住民票の写し等本人通知制度に関する条例改正など、さらなる制度の見直しを行

います。

なお、登録者数については、平成２６年１２月末１４４人、平成２７年１２月末
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３２９人、平成２８年１２月末６３０人となっており、平成２８年度末の目標であ

る９６０人に達していませんので、いろいろな方法を考え、今後とも精力的に登録

者数を増やし、平成３２年度末に２,０００人の登録をめざします。

（10）被害者本人告知制度

被害者本人告知制度は、住民票の写しおよび戸籍謄本等が不正取得された場合、

被害者本人にその事実を速やかに告知することにより、不正取得による被害者の権

利の保護および利益侵害を防止するとともに不正取得の抑止を図ることを目的とし

ています。

これまでに法務局などの関係機関と協議した内容や近隣市町の状況を踏まえ、要

綱の作成に向けた検討を行います。

（11）防災

地域防災計画について、防災会議に女性の委員を登用し、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、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

ら取り組み始め、平成２７年度までに１２９自治会が防災マップを作成されました。

平成２８年度はこの１月までに１０自治会で取り組まれ、合計１３９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、平成２９年度も未実施の

自治会に呼びかけ、３６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。

また、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。

加えて、兵庫県合同防災訓練が７年ぶりに丹波県民局管内で平成２９年９月３日

に実施されます。今回は、篠山市をメイン会場として、関係機関が相互に連携した

実動訓練を行います。特に今回は、要援護者支援訓練に重点をおいた住民参加型訓

練を実施します。実践的訓練を実施することにより、防災意識のさらなる高揚を図

り、地域防災力の向上をめざします。

災害時に必要となる生活用水の水源を確保するため、平成２８年度に引き続き、

９つの小学校で井戸を設置します。

篠山市内には現在１０カ所の雨量観測地点が国や県により設置されていますが、
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市内の観測体制を充実させるために、平成２９年度において新たに西紀中地区・大

山地区・味間地区の３地区に雨量観測局を設置し、消防本部設置の雨量情報と合わ

せて、市民の皆さんに市内の雨量情報を一元的に提供できるよう、雨量観測システ

ムを構築します。

（12）原子力防災対策

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。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ーションでは、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年度から全国的

に例がない、原子力発電所から３０キロメー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、成長期の子どもたちに

高いとされています。篠山市では、平成２８年度までの２年間で、全体では１２，

２５３人、２９．４％、３歳以上１３歳未満の子どもでは２，４６２人、７３．７

％の方に受領いただきました。また、このことは、子どもを持つ世代の関心の高さ

も示していて、この事業により市民の皆さんが一定の安心を得ていただいたと考え

ています。

平成２９年度においても引き続き、これまでに受領できなかった方を対象に安定

ヨウ素剤の事前配布を行います。また、原子力災害対策の基本的な考え方や避難の

方法などを示した原子力災害対策ハンドブックを平成２８年度中に作成し、全世帯

に配布するなかで、安定ヨウ素剤の配布とともに原子力災害対策について、市民の

皆さんが一層理解を深めていただくよう取り組みます。

（13）消防、救急業務

平成２８年中の火災件数は２３件で、平成２７年より６件増加しており、うち車

両火災が前年は０件でしたが、平成２８年は５件となっています。建物火災、林野

火災やその他の火災は例年と大きく変わりません。

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、後川地区に消防団詰所兼車庫の新築、小型動力ポンプ積載
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車３台の更新、下原山地内・大上地内・西浜谷地内・東吹下地内において防火水槽

の改築や新設を行います。

消防本部においては、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、消防大学校の救助科・上級幹部科および兵庫県消防学校の初任

科をはじめ救助科、特殊災害科、災害現場指揮科、山岳救助研修等に入校させます。

また、消防団との連携をさらに密にして、市民の生命、身体および財産を守る

ために消防力、防災力の向上を図ります。

平成１８年度購入の高規格救急自動車は、購入から１０年が経過したため、計画

に基づいて更新します。購入予定の車両については、ベッドの揺れを軽減する装置

が充実しており、搬送中の患者への負担を軽減する効果があります。

消防本部では、応急手当の普及啓発のため、ＡＥＤを使った救急講習を行ってい

ますが、市内に設置されているＡＥＤの機種変更が進んでおり、救急講習で使用し

ている機種とは異なり、受講者に戸惑いがあるため、機器を更新します。

平成２８年の救急出動は２，０９９件で、平成２７年より１件増加し、１日平均

５．７件となっています。高齢化の進展に伴い、心疾患、脳疾患の患者が増加して

いることから、救急隊のさらなるレベルアップを図ります。

救命率の向上に大きく貢献できる救急救命士については、常時２人が乗車できる

体制を確保するため、平成２８年度に引き続き１人を養成します。

また、気管挿管講習２人、薬剤認定講習１人、ビデオ喉頭鏡講習２人を兵庫県消

防学校に派遣し、病院実習を経て新たに５人の認定救急救命士を養成します。さら

に、薬剤認定救命士（２３人）のなかから４人を処置範囲拡大２行為（心肺停止前

傷病者に対する静脈路確保および血糖値測定・ブドウ糖投与）講習を受講させます。

住宅防火対策の推進については、地域での講習会や消防訓練指導を通じて、より

一層の普及啓発を行うとともに、引き続き住宅用火災警報器の設置や取り替えの推

進に取り組みます。加えて、平成２９年度から地震時の出火防止を目的とした感震

ブレーカーの設置についても広報に努めます。

さらに、春と秋の火災予防運動期間中に高齢者宅を訪問し、火気器具の取扱い状

況を点検するなど住宅防火診断に取り組みます。

消防本部には現在、２人の女性消防吏員が勤務していますが、働きやすい環境づ

くりのため、南出張所に女性専用の浴室を設置します。これによって、２４時間勤
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務をする消防本部、東・南出張所すべてに女性専用の浴室が整うこととなり、休憩

室等の設置など課題はまだまだありますが、女性が働きやすい職場環境に一歩前進

することとなります。

（14）防犯、防犯カメラの設置

平成２８年中の刑法犯数は３８２件で、平成２７年より５５件増加しており、特

に窃盗犯罪などが増加しています。しかし、ピーク時である平成１４年の９７４件

と比較すると大幅に減少しています。これは、防犯協会、地域の防犯グループ、地

域の方々の地道な努力によるものです。平成２９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

などに対し補助を行います。

さらに、平成２９年度には、近年、増加傾向にある車上ねらいや窃盗犯罪などを

抑止するため、篠山警察署の指導を受けながら、不特定多数の市民や観光客の利用

が多い公共施設である篠山市民センター、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、篠山城跡三の丸西などの駐車場に防犯カメラを

設置します。

（15）ごみゼロの市役所、ゴミの減量と「ごみ博士」

平成２９年１月から「ごみゼロの市役所」を開始しました。全職員が協力して、

ごみの分別を行っています。現時点の効果については、年度途中の取り組みのため、

具体的な数値として表すことはできませんが、市役所各階に設置した分別コーナー

を見ると、これまで一般ごみとして廃棄されていた紙類が資源ごみとして分別され

ており、捨てられる一般ごみが激減しています。限りある資源を大切にし、燃える

ごみを減らし、職員が率先して環境保全に向け取り組みます。今後については、市

役所全体の燃えるゴミ袋の使用枚数は年間２万枚を超えていましたので、平成２９

年度は１万枚、平成３０年度は４,０００枚まで減らすことを目標に取り組みます。

さらに、この取り組みを市民に知っていただき、市民にも広げるため、住民学習

会や出前講座に清掃センターと市民衛生課の職員が「ごみ博士」として出向き、詳

しい説明をして、家庭、事業所等から出る燃えるごみの減量化に努めます。
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家庭で出る生ごみの減量化については、生ごみから堆肥をつくることができるダ

ンボールコンポストを広く紹介し、家庭でのごみの減量化にもつなげていきます。

（16）残さず食べよう！３０・１０運動

まだ食べられる状態にもかかわらず廃棄される「食品ロス」は全国で年間６３２

万トンもあると言われています。飲食店等からの生ごみのうち、約６割が来店した

客の食べ残した料理であり、大変もったいないことです。

そこで、会食、宴会での食べ残しを減らすため、ポスターやチラシを作成し、飲

食店などのご協力も得ながら、「初めの３０分間と終わりの１０分間は料理を楽し

みましょう」として、「残さず食べよう！３０・１０運動」に取り組みます。

（17）交通安全、消費生活相談

平成２８年の交通事故は市内で１７７件発生し、平成２７年と比較すると６件増

えており、死亡事故は２件で、平成２７年から１件増加しました。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。特に、通学路の安全対策については、小学校や中

学校等の保護者からの要望を受けたときは、篠山市をはじめ警察や兵庫県等の関係

機関と協議、現地確認のうえ、子どもを事故から守るための対策を実施します。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、学校周辺などの範囲を定めた交通安全対策として、

ゾーン３０規制の設定やガードレール、カーブミラー等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、困難な事案は法律の専門家を活用し、相談窓口のさらなる充実を図ってい

きます。また、消費生活相談員による出前講座を実施し、消費生活情報の提供や周

知などを行うことにより、被害の未然防止・拡大防止に努めます。

（18）斎場

市営斎場については、深い悲しみのなかで故人を偲ぶとともに、別れを惜しむ人

生終焉の場にふさわしい尊厳と格調を保ち、市民の皆さんに深い安らぎを感じてい

ただけるよう取り組みます。新たに整備しているペット告別所は、平成２９年３月
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から利用できるようになりますので、飼い主の方の深い悲しみが癒される場所とな

るようにしていきます。また、引き続き指定管理者制度の導入について検討します。

１１ 平成２９年度のシンボル事業

（１）「日本遺産のまち」推進

平成２７年４月の「日本遺産」認定以来、各種団体や市民を交えた篠山市日本遺

産推進協議会を設置し、皆さんのご意見、ご提案を採り入れながら、「日本遺産の

まち」推進に向けての取り組みを進めるとともに、「日本遺産」に認定された団体

で構成する日本遺産連盟を立ち上げるなど、全国の認定団体のリーダーとして取り

組んできました。

平成２８年４月には、青山歴史村内にデカンショ踊りを紹介、体験できる施設と

して、丹波篠山デカンショ館をオープンし、現在、青山歴史村前の倉庫のトイレの

改修、大手前南駐車場から青山歴史村入口への通路の整備を行っています。

さらに、「日本遺産のまち」の魅力を市民の皆さんと一緒に発信していこうと、

アイデア実現補助事業を創設し、平成２８年度は、丹波立杭陶磁器協同組合が行う

外国人向け動画やパンフレットの作成などに５０万円を補助したほか、丹波篠山観

光協会、八上地区まちづくり協議会、一般社団法人ウイズささやまなどが行った日

本遺産ＰＲイベントにそれぞれ１０万円を上限に補助を行うなど、全部で１７団体

に補助を行いました。

平成２９年度において、篠山市日本遺産推進協議会として取り組む主な事業とし

ては、ＰＲ動画の作成や大型看板の設置、日本遺産めぐりツアーの実施、日本遺産

講演会の開催を予定しています。ＰＲ動画については２種類を計画しており、一つ

は市民の皆さんに参加いただきながらデカンショ踊りを市内の各地で踊る映像を編

集し、動画サイトで公開します。もう一つは、おんせん県（大分県）がＵターン促

進ムービーとして作成した動画「シンフロ」（温泉でシンクロするＰＲ動画）のよ

うなインパクトある動画を作成し、「日本遺産のまち」丹波篠山のＰＲを行います。

一方、篠山市が独自で取り組む主な事業としては、地域の遺産や資源を発掘した

り、継承するなど、地域の皆さん自らが「日本遺産のまち」づくりにつながる取り

組みを行っていただいた場合、それを応援する補助金として上限１０万円を自治会、

まちづくり協議会を対象に補助する制度を新設するとともに、アイデア実現補助事
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業も継続して行います。

さらに、京都府や岐阜市、高岡市、小浜市などとともに日本遺産連盟の幹事とし

て、情報交換を行いながら、広域連携による取り組みを検討します。

（２）「ユネスコ創造都市」推進

平成２７年１２月、篠山市は「ユネスコ創造都市ネットワーク（クラフト＆フォ

ークアート分野）」への加盟が認められ、世界の魅力あるまちの仲間入りをしたこ

とになります。

ユネスコ創造都市の推進にあたっては、平成２５年９月に策定した篠山市創造都

市推進計画において、「豊かな歴史や文化を後世に継承する創造的なまちづくり」

を掲げ、事業を展開します。

平成２９年度においては、市民の皆さんが「ユネスコ創造都市ネットワーク」へ

の加盟を誇りに思い、この土地の豊かさに気付き、市民がそれぞれの立場で創造的

な活動を通じて、「暮らしに結びついた産業」の育成につなげていきます。

伝統の技を継承・発展していくため、「丹波篠山職人学校」の設立に向けた検討、

環境創造型農業、農村づくりを推進します。その一つの取組みとして、建築や陶芸

に限らず、市内で活躍されている若手女性作家や幅広い芸術家の皆さんと協力しな

がら、市内各地で教室を開催して創作活動を推進します。

また、２年に１回開催する「丹波篠山食と器の国際ビエンナーレ」を開催し、市

内外はもとより海外にむけての情報発信を行うとともに、市内の機運の盛り上げと

連携を一層図り、観光客の増加や、人口減少への対策にもつなげていきます。東京

や阪神間にあるＰＲブースを活用し、丹波焼や篠山産食材をアピールするほか、食

と器をテーマにしたワークショップを開催したり、篠山の食と器を飲食店などで結

びつける助成事業も継続します。

加盟に伴う活動については、平成２９年６月、フランスのアンギャン・レ・バン

で開催される「ユネスコ創造都市ネットワーク会議」に出席し篠山市を世界にＰＲ

していきます。秋には、国内のユネスコ創造都市ネットワーク加盟都市などを篠山

市に招き、「ユネスコ創造都市シンポジウム」を開催し、連携を深めます。

さらに、文化庁が支援する創造都市ネットワーク日本において、篠山市は、神戸

市、金沢市、鶴岡市、札幌市、新潟市、浜松市などとともに幹事団体としての責任

を果たしながら、地方都市のリーダーをめざして取り組みます。
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（３）景観まちづくり刷新事業

平成２９年度の国土交通省の新規事業「景観まちづくり刷新モデル事業」を活用

し、日本遺産のまちにふさわしい町並み景観づくりに取り組み、観光客の増加につ

なげていきます。

まず、重要伝統的建造物群保存地区の河原町地区と篠山城跡につながる大手通り

の無電柱化を積極的に進めます。平成２９年度においては、関西電力やＮＴＴなど

の電線管理者、地元自治会との合意形成に向けた協議を行うとともに、無電柱化実

施プログラムの策定、整備道路の指定、整備計画書の策定などの準備を進め、早期

の工事着手に向けて全力で取り組みます。

篠山城跡と重要伝統的建造物群保存地区とを結ぶ回遊ルートの歩きやすさ向上の

ため、市道城東線の歩道狭小区間における遊歩道の整備に向けた測量設計を行いま

す。また、城下町の幹線道路である県道丸山南新町線の美装化を図り、町並み景観

に配慮した道路空間を創造します。

史跡篠山城跡を中心とした城下町の佇まいと歴史文化などの魅力が相まって、丹

波篠山を訪れる方が増えるにしたがって駐車場の需要も高まっており、城跡周辺の

市営駐車場のうち、西町駐車場について、竹林部分を造成してアスファルト舗装を

行うとともに、料金収納をボックス式から機械ゲート機器に切り替えることにより、

観光客の回遊起点となるよう整備します。

また、篠山城跡公園の景観と魅力向上のため、堀周辺に植栽されている桜の老木

伐採やそれに代わる桜の植樹、竹林の伐採などの環境整備を行います。さらに、歴

史施設の景観向上のため、青山歴史村の修理・修景整備を行います。

なお、この事業は平成２９年４月に全国で１０地区程度が認定されることとなっ

ており、現在、１００以上の自治体が要望を行っており、認定されなかった場合は、

優先順位をつけ、ほかの補助事業を活用しながら、景観づくりに取り組みます。

（４）えきラボ、地域ラボ

平成２８年３月、篠山でこそ実現する幸せを未来につなぐため策定した「篠山市

総合戦略」で先駆的プロジェクトに位置づけた「神戸大学・篠山市農村イノベーシ

ョンラボ（えきラボ）」が平成２８年１０月、ＪＲ篠山口駅内にオープンしました。

「えきラボ」では、農村で新しい価値を見つけ、仲間や地域とネットワークをつく

り、自分のしごとや活動などで地域課題を解決したり、地域を元気にしていく人材
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を育成していきます。現在、行っている「クリエイティブ農業実践プロジェクト」

など３つの実践プロジェクトには、市内在住６人、市外１３人、２２歳から５９歳

までの１９人（男性１４人、女性５人）が受講し、篠山の地で起業や活動を行う人

材の育成が始まったところです。そのうち、５人が篠山での就農などに取り組む方

向で具体的に動き出しています。

平成２９年度においては、第２期として「これからの里山林業創造プロジェクト」

など３つの実践プログラムを平成２９年４月に開講し、新たな人材を育成します。

また、第１期生として学んだ方が地域に居住し、そこを拠点に活動できるよう地方

創生交付金により、空き家、空きスペースなどを活用した地域ラボの整備を行いま

す。今後も神戸大学との連携を強め、各地域の課題を把握したうえ、その課題解決

に向けた具体的な取り組みを進めます。

（５）ふるさと教育

平成２７年１１月に策定しました篠山市教育大綱をもとに、ふるさと教育を推進

していきます。

そもそも学校は、その地域に相応しい立派な社会人を育てるところです。教育の

目的は、地域社会に役立つ人間を育てることなのです。この学校、教育の原点に立

ち戻り、ふるさとを担う教育を進めます。

篠山市の出生数をみてみると、８０年前の昭和１０年は１，８０５人、５０年前

の昭和４０年は６８６人、３０年前の昭和６０年は４７８人、１０年前の平成１７

年は３４９人となっており、平成２７年は２８５人、平成２８年は３２３人です。

今こそ、教育の原点に立ち返り、この少ない子どもたちが地域を支えるふるさと

教育を進める必要があります。

これまでのように都会に行けば幸せがある、成功があるという時代ではありませ

ん。「日本遺産認定」、「ユネスコ創造都市加盟」は、篠山にこそ幸せや成功がある

ことも気づかせてくれました。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、盛りあげていく教育をめざします。

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校があり、それぞれの特色と魅力を維持しつつ、ふるさとを担う人材を輩出す

るよう、各高校と連携しながら取り組んでいきます。

平成２８年度から、高校生を対象にアイデアソン（アイデア＋マラソンの造語）
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という取り組みを行っています。これは、まちづくりへの意見やアイデアを出し合

い、実現につなげていこうというものです。

平成２９年度においても、継続して行うとともに、新たな取り組みとして、高校

生に篠山に住み続けていただくため、市外からの移住者や市内高校の卒業者、市外

への通勤者など、それぞれの立場から見た篠山の魅力や篠山で暮らす幸せを、高校

に出向き、高校生に直接伝えていただくふるさと学習を行います。

（６）地域おこし協力隊

平成２６年４月に地域おこし協力隊として委嘱し、畑、大芋、西紀北の３地区を

拠点に活動していた３人の若者が任期終了により隊員としての活動を終えることに

なります。しかし、１人は篠山市役所の職員として、１人は新規就農者として、そ

して、もう１人も寺子屋事業（学習塾事業）を続けることにより３人とも篠山市に

定住していただくことになりました。特に、市役所勤務以外の２人は希望する事業

がしっかりと地域に根ざしたものとなるよう、平成２９年度において起業に要する

経費の支援を行っていきます。

現在、任期を終えた隊員を補完するため、「地域でこんなことをやってみたい」、

「自分の力を地域で試してみたい」といったやる気ある若者３人を全国公募してお

り、平成２９年度は、新たな３人と雲部、福住、大山地区を拠点に活動を続けてい

る３人の合計６人の隊員で、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。

（７）全国の自治体、海外の都市との交流

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。

平成２６年４月には愛知県犬山市と姉妹都市提携を締結し、平成２８年８月には

愛媛県南宇和郡愛南町と姉妹都市提携を締結しました。

犬山市とは、犬山祭やデカンショ祭への相互訪問、犬山市の日本ライン夏まつり

花火大会にあわせて小学生の交流などを続けており、平成２９年度も継続して行い

ます。

愛南町とは、愛南びやびや祭りや丹波篠山味まつりへの相互出店を継続するとと

もに、平成２９年度から、篠山市の小学生が愛南町を訪問し、太平洋の海での交流

体験を通して、思い出深い事業となるよう取り組みます。
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引き続き、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、高知県宿毛市との交流についても、市民の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要する経費の一部を

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、高校生による短期交換留学生の派遣と受け入

れを行っており、今後も継続して実施します。平成２９年度については姉妹都市提

携４５周年にあたり、篠山市から市民訪問団を結成して同年９月ごろ２５人を派遣、

同年１０月ごろにはワラワラ市から短期交換留学生１０人と市民訪問団２５人の受

け入れを実施します。

平成２６年度において、大韓民国慶尚南道山清郡から篠山市との交流についての

お申し出があり、相互訪問を通じて交流を深めてきました。平成２９年度において

も、相互訪問を通して、理解を深めながら交流していきます。

篠山市と同時期にユネスコ創造都市ネットワークに加盟したメキシコ合衆国サン

・クリストバル・デ・ラス・カサス市から、外務省を通して姉妹都市提携の希望が

あり、平成２８年９月に定めた諸外国との都市間交流指針に基づき、まずは観光パ

ンフレットや映像などの情報交換を通して、おたがいの市への理解を深めながら、

交流できるよう取り組みます。

（８）太古の生きもの館

兵庫県丹波県民局が推進する丹波地域恐竜化石フィールドミュージアム構想に基

づいて、兵庫県立丹波並木道中央公園内に太古の生きもの館を整備しており、平成

２９年３月２５日に完成し、４日１日からオープンします。ここを拠点として、化

石発掘体験イベントや校外学習プログラムを実施し、篠山層群および脊椎動物化石

の保護・活用を行っていきます。

（９）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ついては、毎年、多く

の皆さまからご寄付をいただき、平成２８年１２月末で、総合計が７，５９７件、

２億８，３８２万５，３８３円となっています。平成２８年４月からは返礼記念品

のポイント制を導入したり、ふるさと納税専用サイト（ふるさとチョイス）での特

集ＰＲ記事の掲載、また、返礼記念品の額を３割から５割に増やしたことなどによ



- 57 -

り、平成２８年度は１２月末現在で４，８１８件、１億３，２７３万７，８７１円、

平成２７年度が１，６４２件（１２月末現在：１，５８３件）、６，０２０万１，

５２９円（１２月末現在：５，６８３万３，５２９円）だったのに比べ、件数で約

３倍、金額では約２．３倍となっています。

平成２９年度においては、篠山市の産品の魅力を十分に伝える篠山版ふるさと納

税カタログを作成し、人気が集まっている丹波篠山牛、丹波篠山黒枝豆、ぼたん鍋

セットなどのさらなるＰＲを行います。また、国内の姉妹都市や創造都市ネットワ

ーク・日本遺産認定都市の産品も返礼記念品に加えることにより、ご寄付いただけ

る方の増加につなげ、貴重な財源の確保に努めます。

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

れる際には篠山のＰＲをしていただきます。

丹波篠山ふるさと大使の皆さんは全国でご活躍されており、テレビやラジオなど

で篠山をＰＲしていただいています。平成２８年１２月、篠山市出身で吉本新喜劇

のお笑いタレント・森田まりこさんに丹波篠山ふるさと大使として就任いただきま

した。平成２９年度においては、篠山市のＰＲや啓発ビデオなどに出演いただき、

篠山市のＰＲをしていただきます。また、まちづくり提案としていただいた篠山市

在住の方に篠山市の魅力を市外でＰＲしていただく「勝手にＰＲ大使制度」（仮称）

の設置を検討します。

（10）市民あげてのあいさつ運動

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、

学校、商業施設等であいさつ運動を行っています。

さらに、平成２６年度からはあいさつを通じて市民による人権を尊重したあたた

かいまちづくりを推進するため、篠山市あいさつ運動市民委員会を立ちあげました。

この委員会では、あいさつ運動の検証や新たな具体的取り組み方針の策定などを通

じて、運動の普及、充実に貢献をいただいています。特に、平成２８年度は学校、

各種団体、まちづくり協議会、自治会などと連携し、市民あげてのあいさつ運動と

なるよう、あいさつ運動強化週間を設け、春と冬に実施し、それぞれ３４団体に参

加いただきました。

加えて、平成２９年度からは新たに小学校・特別支援学校小学校部において、学

校と個人で設定したあいさつのめあて（目標）を達成すると色をつける「おはよう
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カード」を作成し、児童個人にあいさつ運動が見えるようにし、あいさつ運動を広

げていきます。

さらに、市内の事業所にも呼びかけ、あいさつ運動強化週間に賛同、協力いただ

ける事業所には、啓発グッズを配布、表示していただき、あいさつ運動を事業所に

も広げていきます。

１２ その他、当面する重要課題

（１）清掃センター

清掃センターのごみ焼却施設については、平成１４年１２月の稼働から１５年目

を迎え、維持管理にかかる修繕費が年々増加するとともに、耐用年数に達する機器

も増えています。今後も安全に操業を続けて行くためには老朽化した設備を更新す

る必要があり、全体の経費を抑えながら、環境省の交付金を受け、省エネ、ＣＯ２

の削減にも配慮した基幹的設備改良工事を平成２９年度から３カ年で実施します。

地元の味間北、味間奥、大山下自治会には、現在策定中の改修計画がまとまり次第、

工事内容の説明を行います。

懸案となっていました丹波市との間での清掃センター運営費分担金に係る負担率

を篠山市の産廃分を除外した金額に相当するように見直すことで、平成２８年１２

月末に合意することができましたので、今後、具体的な負担率を早期に確定し、丹

波市との施設運営を円滑に進めます。

（２）東日本大震災支援

東日本大震災からの復興支援のため、平成２５年４月から職員１人を南三陸町に

派遣しており、平成２９年度においても同町から強い要望があった税務事務経験の

ある職員１人を派遣します。震災から６年が経過し、将来を見据えた創造的復興を

めざして取り組んでおられる南三陸町を引き続き支援します。

篠山市には、平成２９年１月現在で６世帯１７人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。平成２９年度につ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、ボランティア派遣や市民団体の被災

地への支援活動に必要な経費補助を行います。

（３）学校園施設の整備など

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。平成２９年度は、西
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紀北小学校、今田小学校、西紀中学校で大規模改修工事を行うとともに、平成３０

年度の実施に向け、城東小学校、西紀小学校、城南小学校および篠山養護学校の大

規模改修実施設計を実施します。また、篠山東中学校のスクールバス１台を更新し

ます。

（４）多紀支所の移転

現在の多紀支所は、建築から４９年を経過し、また、基本構造がぜい弱のため、

耐震化補強工事を施すこともできないことから、地震等の災害時にも利用者や職員

の安全を確保し、また、防災拠点として運営するために、近隣の耐震化済み施設で

ある旧福住小学校に移転します。

（５）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を運営されています。加えて、

靴製造事業者、木工・工芸品事業者およ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月から篠山市こども発達支援センターを開設しています。平成２８年

度においては、グラウンドを少年サッカーの試合ができる多目的な土グラウンドと

して整備し、地域住民のスポーツの拠点施設とされています。あわせて、駐車場が

不足していることから、施設利用者のための駐車場整備も行いました。

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、それぞれ検討会が設立され、先進地の視察や跡地活

用についての協議が進められています。市としても利活用に関する要望や課題に対

して支援や助言を行うととともに、跡地活用が地域の活性化につながるよう、さら

なる協力と支援を行っていきます。

（６）寄付受納制度の創設

篠山市内に所在する土地などについて、所有者が維持管理できず、良好な景観や

安全で安心な地域づくりに支障を及ぼしたり、また、相続などで権利が細分化し、

将来の活用が困難になることを防止するため、自治会や市民の力で有効活用ができ

るよう寄付受納制度を創設します。
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（７）チルドレンズミュージアム

篠山チルドレンズミュージアムでは、平成１３年のオープン以来、展示物や遊具

などの大きな入れ替えが無かったことから、新たな来館者のみならず、繰り返しお

越しいただいているお客様にも改めて楽しんでいただけるよう、利用頻度が少なく

なった一部施設をリニューアルし、篠山産木材を使った大型遊具（木のお城）や、

名誉館長であられた故河合隼雄氏の記念館などの整備を行います。

あわせて、老朽化したシアター棟床下部分の大規模改修や館内案内看板等の修繕

を行い、来館者が気持ちよく、安全に利用できる施設となるよう、指定管理者とさ

らなる連携をしていきます。

（８）マイナンバー制度・コンビニ交付の検討

平成２７年１０月に住民票を有する国民ひとりひとりに１２桁のマイナンバー

（個人番号）が付番されました。平成２８年１月からは申請をされた方について、

個人番号カードの交付が開始され、平成２９年度においても、個人番号カードのさ

らなる普及および適切な管理に向けた取り組みを進めます。また、コンビニ交付の

開設について検討します。

（９）地籍調査準備事業

地籍とは、土地に関する戸籍のことです。各個人には固有の戸籍という情報があ

り、さまざまな行政場面で活用されているのと同様に、土地についても地籍の情報

が行政のさまざまな場面で活用されています。

篠山市では、これまで地籍調査が一部でしか実施できていませんでしたが、行政

施策や経済活動の基礎となり、土地取引の円滑化や土地資産の保全が図れる地籍調

査の実施について検討を始めます。

（10）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２９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。

（11）篠山市の市名検討

篠山市商工会、丹波ささやま農業協同組合、丹波篠山観光協会から、篠山市の市

名について、平成３１年の市制２０年を前に「丹波篠山市」への変更を検討するよ
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う要望書が提出されました。これは、丹波市が誕生して約１０年が経過し、「丹波」

が丹波市を意味したり、篠山の産物が丹波市で生産されていると誤解されたり、さ

らには、丹波篠山は丹波市と篠山市をさすものと誤解されたり、観光、農業をはじ

め、市民生活のうえで、混同、混乱が起きていること、日本遺産のまち、ユネスコ

創造都市のまちとしても、丹波篠山ブランドをもっと生かすべきだというものです。

そこで、どのような状況にあるのか、調査検討を進めていきます。

１３ 新しい組織体制

平成２８年度末の退職者は１３人、平成２９年度の採用は１５人で、平成２９年４月

１日の職員数は４５２人になる予定です。篠山再生計画に基づく職員４５０人体制を基

本としながら、子育て支援の充実や安心安全の確保に努めます。また、市民サービスの

効率的かつ効果的な提供、新たな行政課題への迅速かつ柔軟な対応、そして市民との協

働によるまちづくりを推進するため、平成２９年度において次のとおり組織の再編を行

います。

（１）市長部局について、まちづくり部地域計画課に景観まちづくり推進係を新設し

ます。

（２）空き家等の管理・活用について、専門家団体などと連携し、総合的に対応する

窓口を設けます。

（３）教育委員会部局について、社会教育・文化財課を分割し、社会教育課と文化財

課の２課とします。

地方公務員法の改正により、平成２８年度から本格導入している人事評価制度につい

ては、平成２９年度から、評価結果を賞与に反映させ、能力・実績に基づく人事管理を

進めます。また、階層別研修の強化や自主研修の拡充を図るなど、篠山市の将来を担う

職員の育成にも取り組みます。

１４ 平成２９年度当初予算の概要

最後に、平成２９年度当初予算の概要について説明します。

平成２９年度当初予算は、一般会計の総額が２１６億７，２００万円となっています。

平成２８年度と比較すると２億１，８００万円の減、率では１．０％の減になります。

歳入においては、市税では固定資産税で新築家屋の増加等に伴う１，９７２万円の増
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額など平成２８年度と比較すると、市税全体で３，２９２万円の増額、率にして０．７

％の増となっています。また、地方交付税については、普通交付税において、市債償還

額の減額に伴い償還に対して交付されていた交付税も減額されることなどにより２億

３，０００万円の減額、率にして２．８％の減と見込んでいます。

寄附金において、ふるさと応援団寄附金は、平成２８年度より７，０００万円増の１

億５，０００万円と見込んでいます。

財政調整基金の取り崩しについては、収支不足の補てんなどで１１億７，０００万円

を取り崩しており、平成２９年度末の残高が７．７億円となることから、今後も厳しい

財政状況になると見込んでいます。

歳出においては、人件費が２，５５２万円の増、公債費が５億５，７９５万円の減と

なっていますが、逆に水道事業会計への繰出金やふるさと応援寄付金の返礼記念品など

補助費等の増が２億５，１２３万円、医療費や給付費などの扶助費が４，８８７万円の

増となっています。

次に、特別会計については、公営駐車場事業特別会計が廃止されたことにより６会計

となっており、当初予算総額は、１４５億１３８万円となり、対前年度比４億４，１４

５万円の増額、率にして３．１％の増となっています。これは、特に農業集落排水事業

特別会計で処理施設更新工事による増、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の３

つの特別会計で医療費や給付費が大きく伸びたことが要因となっています。２つの企業

会計の当初予算総額は、３８億９，７８６万円となり、対前年度比４億８，０３５万円

の増額、率にして１４．１％の増となっています。

以上、９会計を合わせました平成２９年度篠山市当初予算の総額は、４００億７，１

２４万円となり、対前年度比７億３８０万円の増額、率にして１．８％の増になります。

一般会計の主な財政指標については、経常収支比率が９８．８％と平成２８年度当初

予算の９７．８％と比べて１．０％上昇しています。これは、市債の償還が進んだこと

から、公債費が減となるものの、水道事業会計への繰出金の増などにより経常的な支出

が平成２８年度と比べ増加したことによります。

財政健全化指標のうち、将来負担比率については、１９９．５％と平成２８年度当初

予算の２００．７％と比べて１．２％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す。また、平成２８年度の決算は１９７．７％を見込ん

でいます。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、平成
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２８年度末に６１５．５億円となる見込みであり４１９．５億円の減額、率にして４０．

５％のマイナスとなり、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。

実質公債費比率は１９．０％となり、平成２８年度決算見込みは１９．０％であるこ

とから横ばいとなりますが、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

が平成２９年度当初予算の概要です。

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

ただきますようお願いいたします。

１５ むすびに

議会、市民の皆様とともに、丹波篠山の魅力を生かし、美しい住みよいまちづくりを

進め、「日本遺産のまち」「ユネスコ創造都市」として、誇り高く、前進を続けます。

ことに、議会の皆様とは、常に情報を共有しながら、より良い篠山市づくりのため、

前向きな議論を交わしていきたく願っていますので、何卒よろしくお願いいたします。

以上、平成２９年度の施政方針といたします。
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平成２９年度

施 政 方 針


