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平成２６年度 市政執行方針

１ 「世界のみなさん こんにちは」

篠山市は、観光客が増え、おしゃれなお店がオープンして人気を呼び、テレビなどで

もよく取りあげられるようになり、篠山の魅力の花が咲きつつあります。

農業の都、自然と文化、美しいまちなみと田園景観など、篠山市の魅力は世界的なも

のです。これを「創造農村」として、ユネスコへの登録をめざします。

そこで、平成２６年度は「世界のみなさん こんにちは」を合言葉に、世界への発信

を始めます。

引き続き、篠山の魅力を益々伸ばし、定住促進、企業振興と雇用、子育てと教育など

に力を注ぎ、「篠山の時代」を築きます。

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

が年間で約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約

１８億円も削減されることになります。国の地方財政対策において、普通交付税の算定

方法について、支所に要する経費などが平成２６年度から３年間にかけて３分の１ずつ

加算される改正が行われる見通しで、市としてプラス要因もありますが、社会保障費の

増加、税収の減など、依然厳しい財政状況が続くことが予想されます。

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、「一部実績効果額が計画効果額を下回った項目はあ

るものの、昨年度に引き続いて市債の繰上償還に取り組むなど、全体的には着実に行財

政改革に取り組まれている」との意見をいただいていますが、平成２４年度決算の実質

公債費比率は２２．４％で県内では最も悪く、全国でもワースト４となっており、将来

負担比率は２３９．４％で、まだまだ予断を許さない状況にあるため、平成２６年度に

おいても積極的に財政再建に取り組みます。



- 2 -

平成２６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１４億５，９９８万円の改革効果

額を見込んでいます。

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２６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、

篠山再生計画における目標を達成しています。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、９億６，３２１万円の効果額を見込んでいます。

公の施設の見直しでは、引き続き、幼保一体化の推進、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１億８２１万円の効果額を、また、事務事業の見直しで２

億７，２３２万円の効果額を見込んでいます。

懸案となっています市税、保険料、使用料などの未収金対策については、コンビニ収

納での取扱い税目を拡大することで利便性を向上し、納期内納付の推進を図るとともに、

電話催告、弁護士委託、職員あげての徴収活動などによって未収金の縮減を図ります。

また、租税教育による意識啓発、街頭ＰＲ、広報等の充実を通じて、税に対する意識の

向上を図っていきます。

さらに、平成２５年に篠山市債権管理条例を制定し、債権の種類、発生原因、履行期

限等を記載した台帳整備や徴収計画など、管理の適正化を図り、今後も滞納対策を積極

的に取り組みます。

３ 市民が主役の篠山市

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

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

努めます。そして、市民から信頼され、親しまれる市役所づくりに努めます。

（１）明るいあいさつと応対

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。あいさつは、市民の皆さんと接する大

切な言葉です。引き続き、笑顔で大きなあいさつを心がけます。

平成２６年度は、職員のあいさつや接遇に関して、来庁者アンケートを実施し、

その結果を公表するとともに、職員の接遇に対する意識の向上に努めます。

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
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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、市民の利用も増えてきています。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ていきます。

（２）ふるさと一番会議、こんにちは市長室、篠山市出前講座

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年度から毎年実施しています。平成２６年度

においても、６月から８月にかけて、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「おでかけ市長室」も引き続き開催しま

す。

市政への理解と協働のまちづくりを進めるため、市民が開催される学習会などに

職員が出向く、篠山市出前講座を充実させます。

（３）住民投票制度

平成２６年４月から、住民投票条例を施行します。この条例は兵庫県内では初め

てとなる常設型の住民投票条例となります。市政の特に重要な事項について、市民

の意思に沿ったまちづくりを進めるため、その意思を直接確認し、尊重しようとす

る仕組みです。

（４）職員プロジェクト

平成２６年度は、「外国人観光客誘致プロジェクト」、「大芋地区活性化プロジェ

クト」、「こどもの広場事業プロジェクト」、「企業の元気なふるさとづくりプロジェ

クト」の４つについて、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）篠山市第２次総合計画後期基本計画の策定、篠山市自治基本条例の検証

平成２３年度からの第２次篠山市総合計画について、平成２７年度で前期の基本

計画が終了することから、次の５年間に重点的に取組む課題を明確にし、その施策

や事業を分野別に示すため、平成２６、２７年度で新たに後期基本計画を策定しま

す。

また、平成１８年１０月から自治基本条例を施行していますが、本条例の規定に
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基づき検証を行います。

（６）地区のまちづくり計画作成と事業実施への支援

市内１９地区のまちづくり協議会については、平成２５年度は地区のまちづくり

推進条例に基づき、各地区のまちづくり計画作成と活動を積極的に支援してきまし

た。平成２６年度においては、増大した事務の負担を軽減するため、事務員配置の

経費を地域づくり交付金に追加し、円滑な組織運営を支援していきます。

（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、平成２２年７月に開設して以来、年々、来訪者が増え、今年

度は１月末までに５，１９７人、月平均５１９人が来訪され、登録団体も１２２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・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、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、市民活動団体との協働を推進するにあたり、平成２６年度においては、市

民活動団体の活動が精力的に実施できるような支援制度の創設に向けて検討を始め

ます。

（８）公正な職務執行、入札監視委員会

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、その概要を公表し、また公正職務審査会を

開催します。

平成２５年度に篠山市入札監視委員会を設立し、入札制度の透明性確保に努めて

います。また、市民や事業者から信頼される制度にするため、現在、試験的に実施

している変動型最低制限価格制度などの見直しを行います。

（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、平成２５年度

は、お花見の時期に市長室を一般開放し、７００人近くの方にお越しいただきまし

た。平成２６年度は、お花見の時期において市役所開庁日に加え、土曜日・日曜日

も市長室を開放します。
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（10）市有バス

市有バスについては、より多くの市民が利用できるよう改善していきます。

４ 定住促進「ふるさと篠山に住もう帰ろう」

平成２６年度においても、引き続き、市民あげて「篠山に住もう帰ろう運動」を進め、

定住促進を推進していくとともに、平成２４年度からの３カ年間の取り組みの検証を行

い、平成２７年度につなげていきます。

（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。平成２４、２５年度で住宅助成が２０件見

込まれるなど、移住のインセンティブ（誘因）になっています。

平成２６年度においても、引き続き、住宅の新築に５０万円、改修に最高５０万

円を助成します。また、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円を上限に助成し、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します。

（２）通勤・通学しやすい環境づくり

阪神間に近くＪＲで大阪まで１時間という篠山市の地の利を生かし、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）の購入助成を行っており、平成２６年度においても、

引き続き１か月あたり１，５００円を上限に半額助成します。

また、自転車でＪＲを利用される方への利便性向上のため、平成２５年度に草野

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した。平成２６年度は、

篠山口駅西口と東口に設置している既存の一時駐輪場に屋根を整備して、駐輪施設

の充実を図ります。

（３）定住アドバイザー、空き家活用の充実、篠山暮らし案内所

これまで、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案内

を行い、平成２２年から１００人を超える移住者がありました。

平成２６年４月１日から、篠山市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例
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が施行されるのを機に、さらに内容を充実させ、移住希望者と定住アドバイザーと

の懇談会の開催、空き家物件や移住者宅への訪問ツアーの実施、建築組合などと連

携した専門家による改築相談などを新たに実施します。

また、空き家バンク等の物件が成約した場合の謝礼金制度を拡充するとともに、

空き家活用事業者を募集して、空き家活用のモデルとなる改修事業を進めるなど、

有効活用を促進します。

（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２６年度においても引き続き市内や阪神

間への情報提供や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、登録者数は２５７人、成婚組数は２１組となっています。火・木・土曜日と週

３日の開設ですが、今後も交流パーティ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

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。

（７）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、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・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

ありますが、それに加えて、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。
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（１）中学３年生までの医療費無料化

子育て・教育いちばんの篠山市をめざして、中学３年生までの医療費の自己負担

の無料化を図ります。

これまでは、入院に係る医療費について、自己負担の無料化を実施してきました

が、平成２６年度からは３歳から中学３年生までの通院医療費についても自己負担

を撤廃することで、すべての乳幼児、こどもの医療費が無料となります。

これによって、子育て世代の経済的負担を軽減し、若い人がふるさと篠山で安心

して子育てできる環境をめざし、「ふるさと篠山に住もう帰ろう」の定住促進を図

っていきます。

（２）就学前教育

平成２６年４月、私立認定こども園ささやまこども園が創設され、幼稚園機能を

有した保育園型認定こども園が開始されます。富山保育園については、平成２７年

４月からの認定こども園への移行をめざし、平成２６年度に園舎増築工事などの支

援・調整を進めます。

４・５歳児の長時間保育料については、私立園も含めた市内一元化を図るため、

私立認定こども園および私立保育園の保育料を平成２６年４月から、「幼稚園＋預

かり保育」の料金と同額に設定します。

味間認定こども園の増築構想については、既存の施設を活用しながら園舎周辺の

用地を一部取得して幼稚園部分を増築する音羽の森と、篠山市所有地の市営駅西駐

車場に新たに建築する２案について、立地条件や保育環境などの具体的な調査・検

討を行うとともに、地元住民や自治会、保護者の方々の思いやご意見を聴きながら、

できる限り早い時期に方針を決定し、施設の整備に取り組みます。

（３）学力の向上

篠山の子どもたちの学力を確実に定着させるため、新たに篠山市学力・生活習慣

状況調査を実施します。小学校５年生から中学校２年生までを対象に国語、算数・

数学の学力調査、小学校５年生から中学校３年生までを対象に学習や生活習慣など

意識調査を行い、学力の向上とともに、好ましい学習・生活習慣づくりを進めます。

（４）コミュニティ・スクール

保護者や地域住民等で構成する学校地域運営協議会を設置し、地域がより主体的

に学校運営に参画するため、平成２６年度は篠山中学校と小学校２校を指定し、篠



- 8 -

山型コミュニティ・スクールの取り組みを始め、これをおおむね平成２６年度から

５カ年の計画で市内全小中学校に広げていきます。

（５）予防接種

平成２５年度から、小児(１歳～１５歳)のインフルエンザ予防と親の経済的負担

を軽減するため、インフルエンザワクチン接種にかかる費用助成（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）をしており、平成２６年度も継続します。平成２６年１月末の接種者は２，６

２５人で、接種率は５０．１％となっており、今後も広報紙などでの啓発を行って

いきます。

（６）子どもの意見を聴く場づくり

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、平成２４年

度からこども会議を開催しています。平成２６年度においても、子どもの意見を聴

く場として、第３回こども会議を開催します。

（７）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、妊婦健康診査の費用助成を行うとともに、平成２６年度から、多胎（双子など）

妊娠の方にはさらに４万４，０００円を追加して助成します。この多胎の助成制度

は県内では神戸市に次いで２番目で、助成額は最も高い金額となっています。

また、平成２４年度から実施している妊婦歯科健診について、平成２６年度から

は妊婦の夫も対象として実施します。父母のむし歯や歯周病を予防することによっ

て、生まれてくる赤ちゃんのむし歯予防に加え、お父さんお母さんの若い世代から

口の健康を守ります。

（８）いじめ防止条例の制定・施行

平成２６年４月から、篠山市子どものいじめの防止等に関する条例の制定・施行

をめざし、いじめの防止に取り組みます。

（９）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。

平成２４年度から、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
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ートさせ、１学年あたり約７０人の生徒の保護者にご活用いただき、高校からも評

価をいただいています。平成２６年度においても、引き続き、公共交通機関の利用

者には月額１万５，０００円を超える全額を、公共交通機関を利用しないで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、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

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、

農都篠山にふさわしい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、平成２６年７月の施行

をめざしている篠山市屋外広告物条例を適正に運用し、地域の特性に応じた規制誘

導を行います。

なお、この条例の施行によって改善が必要となる既存の屋外広告物については、

改修や撤去を行う場合に費用の一部を助成する制度を創設します。

（２）地区整備計画

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誘

導します。

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、丹南篠山口インターチェンジ周辺地

区および城下町北地区については、これまで協議を進めてきた計画案に基づき、で

きるだけ早期に、まちづくり審議会の審議等を経て、兵庫県緑豊かな地域環境の形

成に関する条例に基づく整備計画を策定します。

また、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７地区への運営支援のほか、現在、策定を進められている上
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立杭地区、宇土地区への支援を継続します。

（３）土地利用基本条例・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いのな

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、土地利用の総合

的な方針を定めてまちづくりを進めていくことが重要です。

篠山市では、平成１５年に国土利用計画を定めていますが、策定から１０年が経

過し、現在、その見直しを進めています。

そこで、将来の土地利用の方向性を確かなものとするため、土地利用の基本理念

や基本原則、基本となる計画を定めることを規定する基本条例の制定、条例に基づ

く土地利用基本計画を策定します。

平成２４年度から進めている都市計画マスタープランについては、市民アンケー

トやまちづくり協議会の意見などを踏まえた計画案を都市計画審議会で審議いただ

いており、平成２６年６月を目途に農の都にふさわしい都市づくりの指針を定めま

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や美しく住みよい環

境を守り、次世代に引き継がなければなりません。

篠山市では、環境施策を総合的に進めるため、平成２２年に篠山市環境基本計画

を策定し、そこに掲げた実行計画に取り組んでいます。

具体的には、さまざまな環境問題について考え行動する市民主体の篠山環境みら

い会議による、剛山での里山モデル整備やエネルギー勉強会、環境防災みらい学校、

環境学習の推進、山の芋を使った緑のカーテンの普及啓発などに取り組んでいます。

また住宅用太陽光発電システムの補助制度、資源ごみ拠点回収などの取り組みは定

着してきており、多くの市民に利用していただいています。このように環境に対す

る意識の高まりを実感しています。

平成２６年度は計画期間の５年目となり、中間年を迎えます。これまでの取り組

みをさらに充実・発展させながら、新たな取り組みとして、燃やすごみのさらなる

減量化をめざし、生ごみの堆肥化のためのダンボールコンポスト講習会の実施と普

及促進を図ります。
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これらの取り組みを通して、全国に誇れる「環境先進都市・篠山」を築いていき

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。

また、不法投棄やゴミのポイ捨てのない美しい篠山市をつくるため、平成１１年

制定の篠山市ポイ捨て等防止条例を広く市内外に周知し、実効あるものとするよう

取り組みます。

（５）森の学校復活大作戦―生物多様性ささやま戦略―

篠山の豊かな自然環境と生物多様性の保全・復元を図るため、平成２５年５月、

森の学校復活大作戦―生物多様性ささやま戦略―を策定しました。その具体的な推

進に向け、平成２５年度から、森の学校推進委員会を設け、公共事業における生物

多様性配慮の事例の研究、補助事業の審査などを行っていますが、さらに積極的な

取り組みを進めます。

また、生物多様性促進活動補助金を増額し、市民の活動の支援を拡大するととも

に、まちづくり部、農都創造部と連携して、生物多様性に配慮した事業に取り組み

ます。

（６）お堀の浄化、ハスの花とボートの復活

平成２２年度から実施しているお堀の浄化と外来種の駆除については、市民の方

々から高い関心を得ており、平成２６年度もこれまで同様、多くの市民の参加を得

ながら、東堀の池干しと清掃作業・外来種駆除を実施し、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、南堀のハス消滅の原因が外来種のミシシッピアカミミガメ（幼体の別名：

ミドリガメ）の食害と考えられるため、南堀の一部に進入防止柵を設置するととも

に、かつて南堀に生息していたハスの種から育てたハスが篠山小学校にありますの

で、それを移植し試験栽培を行います。

篠山城のお堀再生プロジェクトの一貫として、堀にボートを浮かべる取り組みに

ついては、城跡が市民の身近な存在となるよう関係機関等の調整を進め、平成２７

年春の実施に向けた準備を進めます。

（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については、地域住民の理解と協力を得て、

適切な保護・管理を行うとともに、その活用に努めます。

篠山城跡については、内堀石垣の復元整備を計画的に実施し、定期的に堀のゴミ



- 12 -

回収などを行います。また、内堀の修理が長引き、完成まで約１０年かかると見込

んでいますので、工事が完成するまでの間、旧市民グラウンドの一部を周遊ルート

として整備し、修理期間中しか見られない景観を観光客に公開するとともに、市民

のシンボルとしての史跡篠山城跡の魅力を伝えます。

八上城跡については、毎年、専門家による登山道整備のほか、地元と教育委員会

が協力して年１回、環境整備作業に取り組んでいます。平成２７年度には指定から

１０年という節目を迎えますので、地域住民と協議しながら、記念事業など今後の

計画を検討していきます。

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およびまちづくりを

地区住民と連携しながら進めます。平成２６年度は、篠山城下町地区４件、福住地

区４件、合計８件の保存修理、老朽化により雨漏りなどの損傷が激しい安間家史料

館の茅葺屋根の全面修理を行います。

また、福住地区において、総合的な防災計画を策定します。

篠山城下町地区が選定１０周年を迎えることからシンポジウム等の記念事業を開

催します。

７ 農都創造

篠山市の基盤である農業をしっかりと守り育て、農都創造にむけた取り組みを推進し

ます。

（１）（仮称）農都創造条例

篠山農業のさらなる発展をめざし、「（仮称）農都創造条例」を制定するとともに、

「（仮称）農都創造計画」を策定します。この条例では、篠山市における農業の位

置付け、安全でおいしい丹波篠山ブランドの確立、担い手の育成と確保、特産振興、

６次産業化、農地や里山の保全と継承、自然環境との調和、農村社会の活性化など

の取り組みや方針を定め、これを実行していくための計画として、「（仮称）農都創

造計画」を策定します。

（２）有害鳥獣対策

金網による獣害防護フェンスは、平成２５年度までに３５７キロメートルが整備

済みで、このうち平成２５年度は２３キロメートルを設置しました。平成２６年度

においても、小倉地区等で約１０キロメートルの整備を進めるとともに、獣害柵設
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置の必要性がありながら、取り組みが進んでいない地域では、継続して獣害対策や

獣害柵設置にかかる説明会を実施し、地域とともに協議を重ねていきます。

サル対策については、引き続き特に力を入れます。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。平成２４年度はモデル設置とし

て、畑地区で５．８キロメートル、平成２５年度は２５集落３６．８キロメートル

を整備しました。平成２６年度においても１４キロメートルの整備を行います。

さらに、サル追い犬のさらなる育成（平成２５年度末２７頭見込み）、集落ぐる

みの追い払いに向けた出前講座、ロケット花火、駆除雷の支給を継続し、地域ぐる

みの活動を支援します。また、獣害対策調査員によって、サルの位置を把握し、携

帯メールによる位置情報の提供にも引き続き取り組みます。

平成２５年度から取り組んでいます林辺整備については、補助制度の要件などを

見直し継続して実施します。

また、サルの群れごとの個体数管理についても、大型の捕獲ワナを設置するなど、

兵庫県森林動物研究センターと連携し、適正な個体数管理に取り組みます。

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するほか、捕獲従事者の確保のため、駆除のため

の経費や報償金の支給などを引き続き実施します。

（３）担い手育成

ＴＰＰ交渉への参加、平成２９年度を目途とした減反政策の廃止、日本型直接支

払制度の創設など、国における農政は大きな変革期を迎えています。平成２５年１

２月１０日、国は「農林水産業・地域の活力創造プラン」を発表し、そのなかで「今

後１０年間で、担い手の農地利用を全農地の８割とする」としています。この考え

方は、競争力の強い農業を目指すことが主眼で、担い手に農地を集積し、効率・省

力化によって、持続的可能な農業を推し進めようとするものです。アメリカの農家

の平均耕作面積は１６０ヘクタール、生産コストでも１５ヘクタール米を栽培する

日本の農家とアメリカの農家を比較すると、６倍以上のコストがかかっています。

日本がどんなに頑張っても、飛行機で種まきをするアメリカやオーストラリアに太

刀打ちできるはずがありません。

私たちは、日本の農村、篠山の農村において、長い歴史と風土のなか、何代にも

亘り、農地を拓き、耕し、今日の豊かな農村環境を築き、田植えや稲刈りといった
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農作業を協力して行うことにより、助け合いやお互いを気遣う豊かな地域コミュニ

ティが、醸成され、自然災害に強い、多面的な機能を持つ山や里を育んできたとい

うことを忘れてはなりません。

もちろん、篠山市においても意欲ある農業者や集落営農組織、大規模農家を育成

し、国や県の施策を活用しながら、農地を集積・集約し、効率的な経営が展開でき

るよう認定農業者制度や人・農地プランでこうした皆さんをしっかりと担い手とし

て位置付け、支援していきます。

現在、４ヘクタールを越える農家が耕作する農地の割合は、篠山市では２割にも

達していません。今の規模を２倍にしていただいても４割です。

こうした実情を踏まえると、集落の農地は集落で守るという篠山農業の基本を忘

れず、耕作規模が小さくて、本当においしい篠山の特産物を生産いただく農家を守

り、育てていく取り組みや、定年後の就農者の確保も大切な取り組みと考えていま

す。

小規模や兼業農家、退職後の就農者が、農業を続けていける取り組みの一つが集

落ぐるみの農業、集落営農です。

集落営農については、生産組合による機械の共同利用や受託作業、さらに真南条

上営農組合のように、法人化による組織強化を推進し、「集落ぐるみの農業」をし

っかりと支援していきます。また、高齢化や過疎化で地域で担い手が確保出来ない

場合も想定出来ますので、集落営農と大規模経営農家をうまく結びつけ、大型機械

での作業や営農は大規模農家が行ない、集落は水路など農業用施設の維持管理、草

刈などは地域が支援するといった仕組みづくりについても集落の皆さんと共に構築

していきます。

こうした集落ぐるみでの農業を推進するためには、自分たちの集落をどのように

守っていくか、だれが農地を担っていくかを話し合っていただく「人・農地プラン」

の作成が大変重要となりますので、市職員やＪＡ、普及センター、農業委員さんな

ど農政を担う関係職員が連携して積極的に集落に入り「人・農地プラン」の集落プ

ランの策定を推進していきます。

新規就農や新たな担い手の育成については、新規就農者の相談窓口を通じた就農

支援や住宅の確保、農地の確保に努めるとともに、新たに農業を始める方や農業の

知識をもう一度学びたいという方向けに開催している「楽農スクール」をもう少し
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体系化し、初心者向け、土づくりや作物別の専科を設け、農に対する幅広い学びの

場を確保します。

（４）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、全国に名をは

せる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。

黒大豆においては、川北・波部黒の原種を守るため、平成２６年度においては、

川北・波部黒の原種を栽培する専用ほ場を整備し、安定した種子の生産とともに、

全国に誇る丹波篠山黒大豆の種子を未来につなげる取り組みを進めます。

丹波黒大豆の枝豆は、市内で約１３０ヘクタール栽培され、秋の特産物として定

着し、多くの人が篠山を訪れていただいています。さらにおいしい黒枝豆を食べて

いただくため、収穫後、常温・冷蔵・冷凍などさまざまな保存方法による食味変化

や時間の経過による食味変化の研究に新たに取り組みます。

山の芋は、昭和５０年代初めには２００ヘクタール栽培されていましたが、平成

２５年度には約５０ヘクタールまで減少しており、生産量の確保が重要となってい

ます。種芋購入への支援や山の芋スクールを引き続き開催するとともに、平成２６

年度は、栽培農家の負担を軽減するため、アグリシート購入の支援、新たな栽培技

術の実証など生産拡大と省力化に向けた支援と研究に取り組みます。

丹波篠山茶では、平成２５年度から味間奥地内に新たな茶工場が稼働しました。

平成２６年度においては、良質の茶葉の生産と栽培面積の拡大をめざし、生産組合

が取り組まれる共同・受託作業に使用される乗用茶刈機などの導入支援を行ないま

す。また、丹波篠山茶をもっと多くの人に味わっていただくため、デカンショ祭や

味まつりなどのイベントでＰＲや試飲活動を実施します。

特産物の普及ＰＲでは、秋の味覚を中心に篠山の特産をＰＲするため、京阪神地

区および首都圏で篠山の味を知っていただくイベントを開催します。

（５）農地の保全と農業基盤の継承

篠山市にとって、農地は「農都創造」に向けて、かけがえのない生産基盤である

とともに、景観や自然環境の面からも、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、現状の面積を維持するように努めるとともに、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。
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平成１９年度から始まった農地・水保全管理支払交付金事業については、現在、

９５組織、１９２集落、農用地面積の約９０％にて取り組んでいただいています。

平成２６年度については、日本型直接支払制度として、さらに拡充されることと

なりますので、農業農村の多面的機能の維持や生物多様性の取り組みなど、この制

度の趣旨が生かされるよう、きめ細やかな支援に取り組んでいきます。

また、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も、要件などを

見直し、農都篠山にふさわしい基盤整備をめざします。

集落道整備については、むらづくり交付金事業を活用し、高倉の集落道の整備を

進めます。

ため池整備では、県営ため池整備事業で、真南条上・宮の奥池、小枕・馬口池の

整備を行います。また、春日江・フレ谷池、草ノ上・大内池で、ため池改修の基本

設計を策定します。

（６）ふるさとの森の再生スタート

平成２５年度に森づくり構想策定委員会から提出された篠山市森づくり構想の答

申をもとに、平成２６年６月を目途に「篠山市ふるさとの森づくり構想」を策定し

ます。特に、杉、ヒノキの人工林を平成２６年度から２０年計画で間伐したり、広

葉樹林にしたり、広葉樹林との混交林とすべく、取り組みをスタートします。

また、世代が変わることによって、山の境界や所有者が地域でも把握しづらくな

っていますので、森林組合が行う森林境界明確化活動や、地域が行うＧＰＳを活用

した森林境界明確化事業を支援します。

市民や子供たちが里山に関心を持ち、里山の整備の輪を広げていくため、毎年５

月５日を「里山の日」とし、里山でのふれあい・遊ぶことをテーマにした取り組み

を推進します。また、市民や子供たちが里山に目を向け関心を持っていただく取り

組みとして、ドングリを育て山に帰していくどんぐりプロジェクトに取り組みます。

また、里山スクール、里山彩園実験事業を継続し、里山再生を支援します。

（７）森林バイオマス

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３台設置し、合計８台にします。
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８ 企業振興・誘致と観光

平成２５年８月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）市内企業の振興

篠山市企業振興と雇用拡大戦略を平成２５年８月に策定し、現在、その提言施策

について、早期に実現できるよう取り組んでいます。

平成２６年度は、市内の企業支援と若年層雇用に関する提言施策のひとつに篠山

市民センターを活用した企業と市民、企業間の交流があり、現在、市役所ロビーで

行っています篠山市企業紹介展を篠山市民センターでも開催するとともに、できる

だけ早期に篠山市民センターに常設で「（仮称）市内企業紹介コーナー」を設置し

ます。あわせて、平成２３年度まで行ってきた市広報紙の企業リポートを再開し、

新たな進出企業や業務内容を拡大された企業などを紹介します。また、阪神間に所

在する大学・専門学校・高等専門学校と市内企業との求人および就職にかかる意見

交換会を継続して行うとともに、高校生を対象とした企業見学会に加え、大学生に

よる市内企業の見学会も実施し、市内雇用の拡大を図ります。

このほか、提言のあった農工団地等工場集積地域に新設または増設する企業に対

して、調整池の設置費用や工場敷地内の緑化にかかる費用の一部を支援する制度や

工場立地に伴う緑地面積率の緩和などについても検討し実施します。

（２）企業誘致

平成２６年１月末までに約５００社の市長のトップセールスを行いました。平成

２６年度においては、篠山市への進出の可能性が高いと考えられる企業に対し、地

道に誘致への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。

篠山市企業振興と雇用拡大戦略会議のなかで示されたとおり、空き工場・土地へ

は企業誘致の可能性が高いことから、市内にどのような空き工場・土地があるかを

整理して、広くＰＲしていきます。

平成２５年１月には今田町本荘の丸安株式会社工場跡に株式会社名南精密製作所

が進出し、同年１１月には筱見の百萬石酒造株式会社丹波工場跡に株式会社テクノ

ワークのきのこ農場が進出され、また現在、ほかの空き工場についても立地のお話

を進めています。
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次に、農工団地への誘致については、現況が農地のままであり、進入道路の整備

なども未了であるため、進出に時間を要することから、大変不利な状況となってい

ます。しかし、篠山中央地区については、食と農の工房団地～農都の森構想～と位

置づけた反応がよく、平成２５年１０月の現地説明会においても２８社が参加いた

だいていることから、用地を分割して立地できるよう見直したり、食と農の工房団

地～農都の森構想～の具体的な基準を策定し、また、一部農地のままでの活用策も

模索しつつ、さらにＰＲしていきます。

犬飼・初田地区は、登記手続きが未了のところもあるため、中長期的な視野で取

り組まざるをえず、また篠山東部地区は道路との間に大きな高低差があり、造成す

るにしても膨大な費用を要するうえ、福住地区のまちなみの入口に位置することか

ら、見直しを含む再検討を始めます。

さらに、新たに容易に立地できるような用地がないものか、あわせて検討を始め

ます。

（３）起業支援

にぎわいの創造による地域活性化や定住促進、空き店舗・空き工場などの利用促

進を目的として、平成２４年度から、市内で起業する方に対して開業資金の一部を

支援する起業支援助成事業を市内全域で実施し、平成２４年度は６件の利用、開業

がありましたが、平成２５年度は１件にとどまりました。

平成２６年度においては、篠山らしい食や特産を活かした起業に対して支援枠を

拡大するなど、より利用しやすい起業支援制度となるよう、平成２５年度中に見直

しを行い、平成２６年４月から募集を開始します。

（４）商店街の振興

まちの顔ともいうべき商店街については、観光客の増加に伴い、新たなカフェや

レストラン、雑貨店などが増えつつありますが、地域の暮らしを支える商店街とい

う側面から見れば、経営者の高齢化や後継者不足といった課題を抱えています。

こうした現状を踏まえ、平成２５年度に篠山市商店街いきいき委員会を設置し、

検討を重ねていただいており、近く出される提言では、市、商工業者、商工会が連

携し、地域に根ざし賑わいある商店街づくりのため、これまでの顧客を待つ商店街

から地域や顧客の元に出向き、地域とつながる元気な商店街をめざすべきであり、

高齢者や生活弱者に向けた「（仮称）商店街ご用聞き隊～お家まるごとサポート事
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業～」という提案が盛り込まれる予定とお聞きしていますので、この事業の具体化

に向け、篠山市商工会、商店街連合会とともに平成２６年度中の事業実施に向けて

取り組みます。

（５）伝統産業の振興

丹波焼や丹波杜氏をはじめとする伝統産業の振興についても丹波立杭陶磁器協同

組合や丹波杜氏組合のご意見を聞きながら、丹波篠山ふるさとに乾杯条例を市民に

広げていき、丹波焼や丹波杜氏を盛りあげていきます。

また、丹波立杭陶磁器協同組合が行う県指定文化財の丹波立杭登窯（今田町上立

杭）の修復を支援するとともに、これを機に登窯の技法を継承していきます。

（６）住宅リフォーム助成

市内建築業者の受注機会を高め、市内産業の活性化と市民の生活環境の向上を図

るため、市民が市内の建築業者を利用し、個人住宅のリフォームを行った場合にそ

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年度は１２９件で工事費は１億６千万円、平成２５年度は１２４件で工事

費は１億５千万円（Ｈ２６年１月現在）に達しています。平成２６年度も引き続き

助成事業を実施します。

（７）観光

篠山市には、国指定史跡篠山城跡や八上城跡、城下町地区と福住地区の２つの国

の重要伝統的建造物群保存地区、県の歴史的景観形成地区に指定された日本六古窯

・丹波焼のふるさと立杭地区など、訪れる人々に感動と安らぎを与える多くの観光

資源に恵まれ、この豊かな大地に育つ「丹波篠山黒大豆」、「丹波篠山山の芋」をは

じめとする豊富な農業特産物、さらには、シャクナゲまつり、大国寺と丹波茶まつ

り、デカンショ祭、丹波焼陶器まつり、味まつり、いのしし祭といった四季折々の

魅力あるイベントにより、毎年多くの観光客にお越しいただいています。

篠山の魅力を求めて、観光客は着実に増加していますが、これからは単に観光や

特産をアピールするだけではなく、篠山の暮らしや風土を肌で感じていただく、滞

在型や体験型の観光スタイルを構築し、市内全域への観光客誘致へと展開していく

必要があります。

すでに、一般社団法人ＮＯＴＥを中心とした集落丸山や後川の天空農園、福住で

の古民家再生といった農村再生の先導的事例もあり、観光施策においても市民農園
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や渓谷の森キャンプ場などの体験施設とともに、ささやまさんぽやレンタサイクル

事業、登山マップの作成、更には営農組合等では黒枝豆オーナー制度といった体験

交流型観光の取り組みも始まっています。

こうような新たな観光施策を着実に展開していくため、平成１９年６月に策定し

た篠山市観光まちづくりビジョンに基づき戦略を策定します。

さらには、外国人観光客誘致に向け、職員プロジェクトチームを立ちあげ、検討

を始めます。

また、観光施設の充実と魅力アップとして、高齢者や障がい者の利便性の向上を

図るため、王地山公園ささやま荘では、大型バス駐車場を整備します。ぬくもりの

郷では、温泉施設の要である第１泉源のクリーニングの実施、更衣ロッカーの更新、

岩風呂の補修工事、バイオマスボイラーの導入に向けた実施設計を行い、より魅力

ある施設となるよう取り組みます。

観光キャッチコピーについては、現在、平成１３年に丹波篠山観光協会が作成さ

れた「あえてよかった丹波篠山」を使用していますが、１２年が経過し、さらに丹

波篠山を国内外に広くＰＲするため、今後の丹波篠山の観光イメージをより明確に

表現するキャッチコピーを新たに策定します。

（８）マスコットキャラクター（まるいの、まめりん、わるいの）

篠山市マスコットキャラクター「まるいの」は大変活躍しています。平成２５年

度は市内で５４カ所、市外では東北や東京など３６カ所で篠山市のＰＲを行いまし

た。これまではイベントや行事への出演を中心に活用してきましたが、今後、広報

紙への連載をはじめ、市民に触れる機会を増やし、これまで以上に親しまれるキャ

ラクターに成長するよう取り組みます。

平成２５年度に誕生した「まめりん」を始めとする友だちキャラクター、職員提

案で「わるいの」も提案されているので、これらのキャラクターを活用し、観光だ

けでなく市民に元気と夢を届けていきます。

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、８３１キロメートルの総延長
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があります。安全・安心な道路ネットワークの維持管理、補修については、舗装維

持管理方針に基づく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

自治会等からの要望に基づいて、緊急性と必要性を考慮しながら行います。

特に通学路の安全確保として、これまでから懸案事項であった市道大沢篠山口線

（弁天踏切）の安全対策として、ＪＲの協力による踏切内の拡幅に併せ、歩行者の

安全確保の観点から、路肩のカラー舗装工事を行います。

国庫補助道路整備事業については、特に危険と指摘されていた古市地区の旧道に

おける通り抜け車両の注意喚起と歩行者の安全確保のため、市道波賀野古市駅前線

の路肩のカラー舗装工事を行います。

また、平成２３年度に策定した橋梁長寿命化修繕計画に基づき、草野大橋（草野）、

立杭橋（今田町上立杭）、馬渡橋（東本荘・向井）の橋りょう修繕工事を行って安全

確保に努めるとともに、道路附属物および橋りょう附属物の点検を行い、調査結果

に基づき今後の修繕を計画します。

河川については、昨年の台風１８号による豪雨によって、多数の床上・床下浸水

被害を受けた糯ヶ坪地区について、篠山川の水位上昇による逆流水を防止し、用排

水路を通じて滞留した雨水を適切に篠山川へ放流する必要があるため、洪水時にお

ける市関連部署との連絡体制の構築と水門の開閉に関するルールづくりを地元自治

会、水利、消防団等と協働して行うとともに、強制的に排水するための大型排水ポ

ンプを購入し、浸水による被災を未然に防止して、安全・安心の確保に努めます。

また、河川管理者や農業用用排水路の管理者を含め、地域と連携を図りながら、集

水区域や流入量の調査を行うとともに、必要な雨水排除量を算定し、効率的かつ効

果的な雨水の排除方法の検討を行います。

また、平成２５年春に策定したささやまの川・水路づくり指針や生物多様性ささ

やま戦略に基づき、災害復旧のための護岸整備をはじめ、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抑えて、篠山の美しい自然と生きものにや

さしい川・水路づくりを市民の理解を得ながら進めます。

平成２５年度から検討を進めている篠山市ふるさとの川の再生に向けて、施工方

法の計画を立てます。

（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
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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

行、乗合タクシーの運行助成を行っています。平成２６年度も公共交通ガイドブッ

クの更新やコミバスのお試し乗車券を小学生全員に配布するなどして、引き続き、

市内公共交通の利用増進に積極的に取り組むとともに、乗合タクシーの路線変更に

より買い物や通院の利便性の向上を図ります。

また、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・今田をモ

デル地区として、市民の意見をもとに、安全・安心な地域の公共交通の仕組みづく

りを進めます。

（３）上水道

西紀中簡易水道の新規水源となる西紀ダムは、堤体や貯水池周辺に異常がないか

確認するための試験湛水が平成２５年１２月１日から開始されています。平成２６

年度は試験湛水の進捗やダム貯水量に応じたダム水の水質検査を行い、検査結果を

踏まえた適切な浄水処理を行うための機器整備工事の設計を行います。水質検査の

結果、既存の浄水方法で問題ないことが確認できた場合、既存水源と水量調整を図

りながら段階的にダム水による給水を行う予定としています。

水道施設更新事業については、篠山市水道ビジョンおよび管路更新計画に基づき

黒岡、網掛、今田町辰巳および高坂地内の４路線、合計９９０メートルの管路を更

新します。機械設備については、経年劣化した福住浄水場の取水ポンプ更新工事を

実施します。

また、篠山市水道ビジョンに基づき、施設更新費用と運営費用の軽減を図るため、

現在１０ある浄水場を７カ所に減らし、水道施設統廃合事業に取り組みます。平成

２６年度においては、篠山市全域が効率的で適切な施設配置となる具体的な検討を

行うとともに、水道法に基づき統廃合事業を進める申請を行います。

なお、水道料金については、平成１８年度に、平成２３年度には３３％以上の水

道料金の値上げが予定されていましたが、これをせず、今後もこの値上げをしない

努力を続けます。

（４）下水道

下水道処理施設長寿命化計画に基づき、引き続き、篠山環境衛生センタ－および

西紀中央浄化センタ－の老朽した機械や電気設備の調査設計と更新工事を実施し、

安定した汚水処理機能を確保します。
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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

のご理解を得られた地域もありますが、一部の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。

（５）市営住宅

市内には２７団地５３６戸の市営住宅があり、所得の低い方や高齢者世帯などへ

の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２６年度については、篠山市営住宅長寿命化計画に基づき、市営

河原町団地の外壁等改修工事の実施や、牛ケ瀬改良住宅の外壁改修に向けた設計業

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、耐用年数の経過など老朽化により用途廃止を予定している住宅については、

引き続き、他の市営住宅への移転を要請し、跡地の利活用が図られるように退去済

み住宅の取り壊しを進めます。

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

篠山市においては、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の連携、そして、篠山市医師会を中心に病院と診療所（開業医）

が連携を図る重層的なネットワークを構築することで、安心して暮らせる地域医療

の充実に努めています。

重要な課題のひと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２５年の救急搬送人員は１，９４３人（平成２４年１，８５２

人で９１人の増）で過去最高となり、うち市内医療機関への搬送人員は１，２２５

人となっています。これは平成２４年と同数で、救急搬送人員が増加したため、市

内搬送率としては平成２４年が６６％に対し、平成２５年は６３％となり、３ポイ

ント低下していますが、市内病院では、できるだけの努力によって可能な限りの受

け入れをしていただいているところです。また、脳疾患・心疾患の患者については、

専門医師が不足しているため、市外の病院へ搬送せざるを得ない状況であります。
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引き続き、篠山市救急医療体制調整委員会で検討を重ねながら、病院間の連携に

よる迅速な救急受入体制の改善を図るとともに、脳疾患・心疾患の患者に対応でき

るよう、体制整備に向けて取り組みます。

次に、看護人材の不足を解消するための取り組みとして、平成２５年度から、看

護師等修学資金貸与制度を設け、現在までに７人の学生にご利用いただいています。

この春には２人が卒業され、市内医療機関に就職される予定となっています。

平成２６年度には、新たに９人の修学資金貸与を予定しており、さらに制度の周

知を図りながら、１人でも多くの看護師等の人材育成に努めていきます。

（２）国民健康保険の健全運営

国民健康保険については、医療が必要な高齢者が多く加入し、また、保険税負担

能力が低い方々の割合が高くなる地域保険であることから、平成２４年度決算にお

いて、全国の市町村国保会計の約半数が実質収支で赤字となっています。

篠山市においても、医療費の増加に加え、６５歳以上の被保険者が約４０％を占

め、さらには若年の被保険者が減少する傾向にあることから、大変厳しい財政運営

が続いています。そのため、被保険者の負担を軽減するため、財政調整基金を効果

的に活用しつつ、健全な財政運営に努めていきます。

一方、国においては、構造的な問題を抱える市町村国保の財政基盤を強化するた

め、平成２９年度を目途に市町村国保を都道府県を単位とする広域化を図る計画に

なっており、篠山市においても、その準備を進める必要があります。広域化後は、

国保税の賦課方式が現在の所得割・資産割・均等割・平等割の４方式から、資産割

が除かれ３方式となるため、平成２６年度から、資産割を順次減らし、３年後に廃

止します。

また、国民健康保険の健全運営の取り組みとして、①特定健康診査受診率向上、

②レセプト点検の強化、③ジェネリック医薬品の普及啓発を図るとともに、財源確

保に直結する国民健康保険税の収納率向上を全職員あげて取り組みます。

（３）健康づくり

篠山市では、胃がんゼロのまちをめざし、全国に先駆け、中学１年生全員を対象

として、ピロリ菌検診を実施します。これにより、保護者や子ども自身の予防意識

を高めるとともに、早期治療につなげることで将来の胃がんリスクを減らすという、

より積極的な胃がん予防対策の推進を図ります。また、若い世代に増えている子宮
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頸がんの予防を図るため、成人式での予防啓発や２０歳の節目者に対して、無料検

診を実施するなど、積極的な子宮頸がん予防を推進します。

だれもが健康で暮らせるよう、市民の健康づくりについての普及啓発を図るため、

平成２６年度も医師会との共催による市民健康大学講座を開催し、医師や運動指導

士、栄養士などによる最新の医療情報や、運動、栄養などの健康づくりの秘訣につ

いて学ぶ機会を提供します。

また、メタボ（内臓脂肪症候群）予防のための健康セミナー、地域での健康教室

などに加え、アルコールやタバコによる健康被害の啓発を行い、健康づくりの増進

を図っていきます。

さらに、地域全体で取り組む健康づくり事業として、食育推進大会などを開催し

ます。

（４）高齢者福祉の充実と介護予防の取り組み

平成２６年１月１日現在で市内の６５歳以上の高齢者の方は、男性５，４２１人、

女性７，５１７人、合計１２，９３８人と昨年から３３５人増え、高齢化率は２９．

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、高齢者がいつまでも元気で、安全に安心して暮らせる地域をめざします。

具体的には、高齢者の方の社会参加・生きがいづくりの促進を図るため、高齢者

大学の開設や老人クラブの活動を支援します。また、平成２５年度から実施してい

る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。

高齢者の方が住み慣れた地域で、安心して暮らせるよう、介護保険サービスの方

策や見込み量を定める第６期介護保険事業計画（平成２７～２９年度）の策定を行

います。

高齢者の在宅生活支援では、敬老会、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、増え続ける認知症高齢者への対策として、こころの相談、認知症介護者の

つどい〝ゆうゆう〟などを開催し、認知症の早期発見や介護者支援に取り組みます。

また、介護と福祉のつどい、認知症サポーター養成講座の開催を通して、認知症や

介護に対する正しい理解と啓発を積極的に行います。
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介護予防では、高齢者が元気を保ち、要介護状態になることを予防するため、い

きいき百歳体操など効果の高い体操を取り入れた通所施設いきいき塾の開催や、自

治会などの身近な場所で取り組んでいただけるよう、集落型いきいき塾の実施を支

援します。

高齢者に効果的な水中運動を広めるために、市内温水プールの利用助成、さらに、

こんだ薬師温泉を活用したお達者クラブいきいき塾、地区や自治会単位での出前健

康教育、ノルディックウォーキングやインターバル速歩などの自発的な健康づくり

を促し、地域の高齢者が「集って！動いて！楽しんで！」できる介護予防を広めて

いきます。

（５）権利擁護の取り組み

ふくし総合相談窓口に寄せられる相談は、高齢者への虐待や経済的困窮など権利

擁護に関する相談が最も多く、年々増えている状況です。また、相談の多くが複雑

な問題が重なっており、成年後見制度の利用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。そこで、市民の権利擁護

支援ニーズに対して十分な対応をしていくため、相談から支援までを専門的かつ総

合的に対応する「権利擁護支援センター」の設立に向けて検討します。

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、地域のみなさんがお互いに支え合えあうことをめざし、権利

擁護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

平成２６年４月から、障害者総合支援法の重度訪問介護サービスの対象者の拡大

やケアホームのグループホームへの一元化など国の制度が変わるなか、篠山市では

障害福祉サービスの方策や必要量を３年ごとに定めている障がい福祉計画の見直し

を行うとともに、障がい者基本計画の基本目標に定めている「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、ことばの発達への支援や、日常生活や集団生活への適応のための訓練を必
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要とする児童への支援をさらに充実させるため「篠山市児童発達支援センター」の

開設を検討します。

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への支援を行うとともに、市役所の事務的軽作業

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実施します。

手話を言語として認め、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に

認め合える社会の実現をめざし、「手話言語条例等」の制定を検討します。

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助成を引き続いて実施します。

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

者支援施策の充実に努めます。

（７）生活保護、ひきこもり、自殺対策

生活保護受給者は、平成２６年１月１日現在では１５２世帯１９１人で過去５年

間で３８世帯４１人増加しているものの、直近の２年は横ばいとなっています。篠

山市の生活保護の特徴としては、高齢者の世帯が全体の５割を占め、次いで傷病や

精神疾患で働けない世帯が多い状況です。また、近年の社会状況を反映して、稼

働能力のあるものの失業などで収入減となった世帯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やさま

ざまな制度を活用して、一人でも多くの自立生活を図ります。

篠山市におけるひきこもり対策として、ひきこもり支援検討委員会において、事

例検討会を開催し、ひきこもりの実態や支援の方法について調査研究します。また、

ひきこもる当事者や家族が気軽に相談できるよう、ひきこもり支援相談員を設ける

ほか、市内の関係機関がより連携できるようネットワークの強化を図ります。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。

全国の自殺者数は４年連続で減少し、２年続けて３万人を下回ったものの、篠山

市の自殺率は依然として高く（３５．２人／人口１０万人あたり）、自殺予防対策

は重要です。篠山市の自殺の傾向などを調査して特性の分析を進めます。また、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職員の
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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。

（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に努め、人権啓発事業については、市民意識の高揚のため篠

山市人権・同和教育研究協議会や人権擁護委員協議会篠山地区委員会と連携を図り

ながら、講演会やセミナーを開催するとともに、全国規模または県規模の人権研究

大会等への参加希望者に旅費などの支援を行います。また、各自治会での住民学習

などについても、地域サポート職員制度を生かし、自主的、主体的な学習となるよ

う取り組みます。

男女共同参画についても、女性の社会参画を促進するための講演会やセミナーを

開催するとともに、啓発チラシの配布などを通して、男女共同参画の推進に努めま

す。

篠山市には５００人近くの外国人住民が住んでいます。外国人住民の支援に取り

組んでいる篠山国際理解センターと連携を図り、言葉や文化の違いなどによる外国

人住民にかかるさまざまな課題の解決に、引き続き取り組みます。また、日本語の

理解が困難で日常生活に支障がある外国人住民には通訳者を派遣し、外国人住民が

安心して生活できる多文化共生社会の実現を目指します。

（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、同年１２月末現在の登録

者数は１０９人となっています。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図ります。

今後、自治会の住民学習や地区の人権学習会において啓発するとともに、事前登

録期間の見直しなどを行い、制度の充実をめざします。

（10）防災

地域防災計画については、防災会議に女性委員の登用を促進し、女性の視点を入

れながら計画の修正を進め、高齢者、障がい者、女性、子どもにやさしい防災対策
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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年度は

１７自治会、平成２２年度は２７自治会、平成２３年度は３８自治会、平成２４年

度は２４自治会、平成２５年度はこの１月までに８自治会で、合計１１４の自治会

において取り組んでいただきました。平成２６年度も未実施の自治会に呼びかけ、

２０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支援します。

平成２５年度から取り組んでいます災害時要援護者個別避難支援計画・ささやま

見守り台帳については、自治会ならびに民生委員・児童委員の協力を得ながら、該

当される方の登録を呼びかけ、災害時要援護者の避難体制を地域と行政で支援をし

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、市民の健康や安全を確保するための対策を早急に策定する必要があり

ます。平成２４年度に原子力災害対策検討委員会を立ちあげ、引き続き、専門家や

市民に協議いただくなかで、平成２６年度中に原子力防災計画を策定します。さら

に、平成２５年度に購入した安定ヨウ素剤５万人分については、市役所本庁、丹南

健康福祉センター、各診療所に備蓄し、災害時において、どのように配付するか、

その方法を早急に策定します。安定ヨウ素剤の事前配付に向けて、平成２６年度は

自治会での学習会の開催をはじめ、広報に特集記事を連載するなど、市民の知識と

理解を深めるとともに、具体的な事前配付の方法を検討します。

災害時などの情報伝達手段として今田地区で放送していますオフトーク放送が平

成２７年２月で終了となることから、今田地区における新しい情報伝達手段として

篠山丹南地区防災行政無線を拡張整備により対応することとし、平成２７年３月運

用開始をめざして取り組みます。

また、篠山丹南地区防災行政無線における防災ラジオの配付基準を見直し、災害

時における情報伝達をさらに迅速化するため、防災ラジオを３４５台購入します。

（11）消防、救急業務

平成２５年の火災件数は２９件で、平成２４年より８件増えています。地域防災
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の中核として大きな役割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図り、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。また、消防団員の

台風等における活動のための雨合羽を全団員分購入します。

消防施設の整備では、向井地内に第３分団１部消防団詰所兼車庫の新築、小型動

力ポンプ付積載車２台の更新、杉地内で防火水槽の新設工事を行います。

篠山市消防本部にある水槽付消防ポンプ自動車は２０年が経過しており、計画に

基づき買い替えます。購入予定車両は４輪駆動で、１,５００リットルの水槽、圧

縮空気泡消火装置を備えており、従来より少量の水で消火でき、建物火災での水損

防止、車両火災では短時間の消火が可能となります。

平成２５年の救急出動は１，９９８件で過去最高で、平成２４年より９２件増加

し、１日平均５．５件となっています。高齢化の進展に伴い、脳疾患、心疾患の患

者が増加していることから、救急救命士を増員するとともに、救急隊員のさらなる

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るため、

常時２人が乗車できるよう、引き続き、救急救命士１人を養成するとともに、新た

に気管挿管認定救命士２人、薬剤認定救命士１人を養成します。さらに、ビデオ喉

頭鏡による経口挿管が使用できる認定救命士は５人となっていますが、平成２６年

度は新たに６人の認定救命士を養成します。

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２５年度までに電波伝搬調査、基本設計、実施設

計を終えましたので、平成２６年度は消防・救急無線デジタル化整備工事を行いま

す。

また、住宅防火の推進については、住宅火災による「死者ゼロ」を目標に、引き

続き、各種講習会や訓練指導等の機会を捉え、パンフレットの配布を行うなど、よ

り一層住宅火災予防の普及啓発に取り組みます。

（12）防犯、交通安全、消費生活相談

平成２５年の刑法犯数は３１８件で、平成２４年と比較すると１００件減ってお

り、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おり、治安

は落ち着いていると考えていますが、今後とも、市民生活を脅かす犯罪から市民を
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守るため、引き続き、篠山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

などと連携を図りながら、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進めます。また、暴力団排除条例に基づき、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

対応をしていきます。

平成２５年の交通事故は２１３件で、平成２４年と比較すると１５件減っていま

すが、うち２件が死亡事故となっています。悲惨な交通事故を防ぐため、引き続き、

篠山警察署や篠山交通安全協会など、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、子どもを事故から守るための施

策を確実に実施していきます。また、暗い夜道を原因とする犯罪や事故などを防止

するため、必要な防犯灯や街路灯の設置を進めるとともに、交通安全のためのガー

ドレールやカーブミラーの整備を進めます。

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、専門の相談員が助言や情報提供などを行っています。最近では被害

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。

１１ 平成２６年度のシンボル事業

（１）創造農村

篠山市では、農村の良さをさらに伸ばしながら活性化を図るまちとして「創造農

村」のまちづくりをめざしています。また、同じような取り組みを進める国内外の

都市と連携し、篠山市を世界にＰＲしていきます。

平成２６年度は、昨年度に策定した篠山市創造都市推進計画をもとにした「篠山

市特定地域再生計画」をまとめ、さまざまな機会を通じて、食・農・まちなみ・文

化・自然を生かした創造的なまちづくり事業に取り組んでいきます。また、海外に

向けては、平成２６年３月にユネスコの創造都市ネットワークへの登録申請を行う

とともに、国内においては、文化庁が支援し、全国約３０の自治体が参加する「創

造都市ネットワーク日本」において、篠山市は、横浜市、神戸市、金沢市、鶴岡市

とともに幹事団体として、その責任を果たしていきます。
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（２）地域おこし協力隊

少子高齢化の進展による地域活力の低下や地域課題の解決に向け、神戸大学との

連携協力を進め、平成２５年度は、延べ約１，０００人学生が篠山市で活動しまし

た。引き続き、篠山フィールドステーション駐在の研究員を中心に、農学研究科、

保健学研究科、人文学研究科などと連携し、サルなどの獣害対策や里山整備など、

篠山市の重要な政策課題について共同して研究を行います。

さらに、神戸大学と連携しながら、総務省の「地域おこし協力隊」の制度を導入

し、農都篠山に魅力を感じ、地域づくりや地域の課題解決に取り組みたい意欲あふ

れる若者４人を「地域おこし協力隊員」として委嘱します。４人の隊員は、篠山市

内に居住し、大芋、畑、西紀、大山地区などを中心に、地域住民と一緒になって、

有害鳥獣対策はもとより、若く新しい視点からの農村の活性化、地域ブランドや地

場産品の開発、都市との交流、耕作放棄地の再生、環境保全、移住者の受け入れ、

伝統芸能やお祭りの復活と継承などに取り組み、将来的には篠山市への定住を期待

するものです。

（３）犬山市との姉妹都市提携と全国の自治体との交流

平成２３年度から、篠山市とゆかりのある自治体と災害相互応援協定を締結し、

自治体交流に取り組んでいます。

その交流のひとつとして、愛知県犬山市との間で平成２６年４月２０日、姉妹都

市提携を締結します。締結によって、さらに歴史、文化、産業、教育などでの交流

を深め、両市の発展につなげていきます。

また、引き続き平成２６年度も、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、愛媛県愛南町の７市町との交流を積

極的に進めます。

（４）エネルギービジョンの策定

大規模な惨事をもたらした福島第一原子力発電所事故を受けて、安全・安心なエ

ネルギーの供給を求める声が大きくなっています。篠山市においても、太陽光やバ

イオマスなどの新エネルギーの導入、家庭や事業所での省エネルギーの推進などに

より、電力や石油由来燃料の削減をめざす方向性を示すため、平成２５年度から、

市民や学識経験者などからなる策定委員会を設置し、「（仮称）篠山市新エネルギー

ビジョン」の検討を進めています。平成２６年度は検討結果を尊重しながら、エネ
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ルギービジョンを策定し、その実現に向けた制度設計や関係機関との調整など、具

体的な行動に移していきます。

平成２４年度から、個人住宅への太陽光発電設備補助金制度を設けており、平成

２６年度も補助金制度を継続します。

また、市役所庁舎の省エネルギー対策として、平成２４、２５年度に照明設備の

ＬＥＤ化を行いました。第２庁舎については更新時期にあわせて実施します。

（５）城東グラウンドの整備

市内のグラウンドについては、野球大会を実施する環境が十分に整っていないた

め、市民から、その整備のご要望をいただいています。この状況を踏まえて検討の

結果、現在の篠山市の厳しい財政状況のもとでは、城東グラウンドを整備し、野球

環境を充実させることが適切であると計画したものです。具体的には、バックネッ

トや本部席、ダッグアウトの改修、グラウンドの整備、観客席の設置など、野球大

会の会場として利用しやすい施設として整備します。

（６）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

７４０件、６，３４８万８，０４８円（Ｈ２６．２．１９現在）をいただき、篠山

ふるさとガイドブックの作製や定住促進事業などに充てています。平成２５年度か

ら、１万円以上の寄付をいただいた方には、コシヒカリや地酒など篠山の特産品を

記念品としてお贈りすることで、寄付いただく方の増加と特産品のＰＲにつなげて

いきます。

また、丹波篠山ふるさと大使のみなさんには、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１２月には霧海の

戦士ＳＡＳＡＧＲＯＷ（ムカイノセンシ ササグロー）に加わっていただきました。

引き続き、平成２６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

れる機会を活用して篠山をＰＲいただきます。

（７）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、

あいさつ運動は着実に市内に広がりつつあります。この運動の輪をさらに広げるた
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め、学校、各種団体、まちづくり協議会、自治会などと連携を図り、新たに「あい

さつ運動市民委員会」を立ちあげ、これまでの取り組みを継承しながら、みんなが

元気にあいさつし、声を掛け合う、あたたかい、あいさつ日本一の篠山市をめざし

ます。

１２ その他、当面する重要課題

（１）東日本大震災支援

東日本大震災からの復興支援のため、平成２５年４月から職員１名を南三陸町に

派遣しています。震災から３年が経過し、本格的な復興事業が進められる南三陸町

を引き続き支援するため、平成２６年度においても職員１人を派遣します。

平成２６年度についても、引き続き、ボランティアバスを派遣するほか、民間住

宅へ避難されている方への家賃補助を継続するとともに、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必要な経費補

助を行います。

（２）学校園施設の耐震化

篠山市では、平成１６年度から学校施設の耐震補強を順次進めてきた結果、現在、

着工中の篠山小学校の耐震補強改修工事の完成によって、市内学校園施設の耐震化

率が１００％となります。

一方、建築後２０年以上を経過する学校施設では、緊急性・安全性の観点から必

要な改修など対応しており、老朽化の進む校舎では屋上や外壁面の劣化など、大規

模な改修が必要となっています。平成２６年度は、城北畑小学校、味間小学校およ

び今田中学校の実施設計業務に着手し、計画的に学校園施設の修繕を進めます。

（３）社会教育施設の整備

西紀体育館は年間約１３，０００人、今田体育館は、年間約６，５００人の市民

に利用されており、災害時には避難所となります。いずれの施設も築後４０年近く

が経過し、耐震性能が低いため、耐震補強工事を行います。

城東公民館は、外壁等が劣化・老朽化しているため、建物の長寿命化を図り、安

全に利用いただけるよう改修を行います。

（４）篠山市の市名を考える

篠山市の市名については、平成２５年度中に提出される予定の篠山市の市名を考
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える検討委員会の報告に基づき、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

篠山チルドレンズミュージアムは、平成２５年４月から、新たな指定管理者とな

る株式会社ドリームアウェイとミュージアムクラブが中心となって新たに開館し、

多彩なイベントやワークショップ、人形劇団クラルテによる人形劇の上演に加え、

地域イベントや親子活動など市内の利用者の割合も大幅に増加し、目標であった入

館者２万人を達成しました。平成２６年度は、さらに地域イベントやワークショッ

プ、人形劇フェスタのほか、冬期休館中のお出かけちるみゅーなどを開催し、市内

における利活用を一層進め、地域といっしょにつくるミュージアムをめざします。

平成２５年４月に再開した西紀運動公園については、スイミングスクールの会員

も約３００人を超え、市民の利用も増えつつあります。市民の健康づくりや高齢者

の介護予防といった活用も含め、より多くの市民に利用いただけるよう努めるとと

もに、青少年健全育成のため、水泳教室も開催します。

また、芝生グランドについても、多くの市民やスポーツ団体の利用が進むように

努めます。

（６）小学校跡地の利活用

平成２２年３月に閉校した雲部小学校は、平成２５年１１月、地域主体で「合同

会社里山工房くもべ」を設立され、校舎の一部を利用し、コミュニティカフェなど

を運営され、新たな活用が始まっています。

同じく平成２２年３月に閉校となっている後川小学校、平成２５年３月に閉校と

なった畑小学校の跡地利活用についても、地域の声を活かしながら、引き続き、検

討します。

（７）臨時福祉給付金

平成２６年４月の消費税率引きあげに際し、国においては、所得の低い方、子育

て世帯への影響を緩和するため、臨時福祉給付金および子育て世帯臨時特例給付金

の支給をされる見込みとなっています。篠山市においては、この制度の周知・啓発

を行いながら、対象者に円滑に支給できるよう取り組みます。

（８）指定管理者制度のさらなる導入

篠山総合スポーツセンター、篠山市営斎場について、市民サービスの向上と効果

的・効率的な管理・運営を行うため、指定管理者制度の導入を検討します。
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１３ 新しい組織体制

平成２５年度末の退職者は１７人、平成２６年度の採用者は２０人で、平成２６年４

月１日の職員数は４４９人となる予定です。篠山再生計画に基づく職員４５０人体制の

安定的な運用のもと、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２６年

度は次のとおり組織の再編を行います。

（１）教育委員会部局の公民館部門を市長部局に事務委任し、市民生活部の所管とし、

支所、公民館の業務を一体的に行います。

（２）教育委員会の視聴覚ライブラリーを市長部局に事務委任し、総務部の所管とし、

映像、ホームページ、広報を情報部門として一体化します。

（３）市民生活部環境課で所管している環境政策について、篠山市の基本理念である

農都篠山づくりの一環として、関連する事業を総合的、具体的に推進するため、

農都創造部に農都環境課を新設します。

（４）農都創造には、獣害対策をはじめ、農村の活性化や地域おこしの支援、地域ブ

ランドや地場産品の開発、環境保全、都市との交流など、緊急かつ重要な課題が

山積しており、より専門的で多角的な視点を持った知識と技術が必要であること

から、これを指導助言する非常勤特別職として農都創造政策官を置きます。

なお、平成２６年２月６日、市役所発足後、初の避難訓練を行いました。この避難訓

練は、法令で義務づけられており、防火管理者を務める職員が実施の準備をしていたも

のの、なかなか実行できず、同月７日付けの新聞で「篠山市役所が怠る」と大きく報じ

られ、市民の信頼を損ねてしまい大変遺憾で残念です。

この件は、大切な通知を課長決裁でとどめ、部長、市長に相談できていなかったこと

も大きな要因であり、今後は担当と上司との間で連携を密にし、また部署を越えても職

員同士が注意しあうという、風通しのよい信頼される市役所づくりに取り組みます。

１４ 平成２６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２６年度当初予算は、一般会計の総額が２１５億５，６００万円となっており、

対前年度と比較すると、６，４００万円の増となります。
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歳入では、市税について、景気の上向きにより法人税が４，６７６万円の増が影響し、

対前年度比１７万円増の５０億１１３万円となっています。消費税５％から８％の変更

により地方消費税交付金が４億７，１３１万円、対前年度比８，７３９万円の増となっ

ていますが、自動車取得税の軽減により自動車取得税交付金が４，６７０万円、対前年

度比６，２６４万円の減となっています。また、地方交付税については、合併算定替え

の縮減の影響もあり、対前年度比２億９，７１１万円の減となります。

こうしたことから、財政調整基金については、収支不足の補てんを含め、１２億２，

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は平成

２６年度末には３２億円まで落ち込むと見込んでおり、今後も基金残高が減少すること

から、厳しい財政状況が続くと考えています。

歳出では、人件費が退職手当組合負担金の増により２，６５５万円の増となったもの

の、公債費が１１億５，４６４万円の減となるなど、経常経費は減となっています。

次に、特別会計は７会計となっており、当初予算総額は、１２５億２，９２１万円と

なり、対前年度比５，９８２万円の増となっています。これは、介護保険特別会計の保

険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、

３２億２，６７３万円となり、対前年度比５億８，９５３万円の増となっています。こ

れは、地方公営企業会計制度の見直しにより、水道事業会計の減価償却費が大きく増加

したことが要因となっています。

以上、１０会計を合わせました平成２６年度篠山市当初予算の総額は、３７３億１，

１９４万円となり、対前年度比７億１，３３５万円の増、率にして１．９％の増となっ

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９８．８％と平成２５年

度当初予算の９８．５％と比べて０．３％悪化しています。これは、公債費は減少しま

すが、合併算定替えによる普通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、２６１．５％と平成２５年度当初

予算の２６２．２％と比べると、基金残高の減もありますが、地方債残高の減が大きい

ため、０．７％改善が見込まれます。しかしながら、平成２４年度の決算における兵庫

県内市町の平均値は９４．０％であり、約３倍も高い水準にあります。なお、平成２５

年度の決算は２４１．９％を見込んでおり、わずかですが改善を見込んでいます。

次に、実質公債費比率は２１．４％と平成２５年度当初予算の２３．４％と比較する
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と２．０％改善し、平成２４年度の決算は２２．４％、平成２５年度の決算も２２．４

％と見込んでいることから、公債費の減により改善が進んでいます。しかしながら、地

方交付税等の合併算定替えによる縮減額が約１６億円と見込んでおり、今後も厳しい状

況が見込まれることから、市債の繰上償還など、一層の財政健全化に向けた努力を続け

ます。

以上が、平成２６年度の当初予算の概要です。

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

ただきますようお願いいたします。

１５ むすびに

平成２６年度は市長として４年任期の最終年となります。

市民の皆さんとお約束している「篠山の時代」実現に向け、市民の皆さん、そして、

議会の皆さんとともに、全力をあげて取り組みます。

以上、平成２６年度の市政執行方針といたします。



平成２６年度

市 政 執 行 方 針


