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平成２３年度 市政執行方針

１ はじめに

私は、本年２月から２期目の市長に就任をさせていただきました。２月の選挙では市

民の皆様から、大変大きなご支援をいただくことができ、ありがたく、感激いたします

とともに、この気持ちを忘れることなく、市民の皆様の信頼にこたえられるよう更なる

努力を続けていく決意です。

１期目の４年間においては、財政再建と地域医療という大きな課題がありましたが、

幸いにも、篠山再生計画が策定でき、将来への道筋をつけることができましたし、兵庫

医科大学篠山病院も存続でき、昨年、ささやま医療センターがオープンしました。そし

て新たに定住促進、子育ていちばん、農都創造、環境と景観などの取り組みをはじめた

ところです。

今後の４年間においては、財政的に極めて厳しい時期となりますが、必ずこれを乗り

越え、篠山再生を前進させます。

そして、若い人の定着を図り、篠山の魅力をますます伸ばし、これからは篠山が一番

だという「日本に、そして世界に輝く篠山の時代」をつくります。

２ 財政再建

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

が年間約３億円ずつ段階的に削減され、平成２１年度を基準にすると年額約１６億円も

削減されていくという大変厳しい時期となります。

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

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

れを下回ることがないよう取り組みます。

しかし一方、このような中にあっても、篠山小学校校舎など教育施設の整備や改修、

市民から大きな要望がある鳥獣害被害対策、市の最重要課題である定住促進などには積

極的に取り組む必要があります。そのため、新たな投資事業については、財政計画上、
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どのような要件のもと、どのように事業に優先付けをして実行するかの基準（ルール）

をつくり取り組みます。

職員数は再生計画のとおり平成２５年度に４５０人まで削減、市長の給与３割、退職

金５割カットを引き続き続けます。

平成２３年度においては、篠山再生に取り組む前の平成１９年度と比較して年額で、

１３億３，３７１万円の改革効果を見込んでいます。

その主なものは、職員・給与の見直しについて、職員の定数削減により、平成２３年

４月１日の職員数が４５９人となり、平成２２年度当初に比べ１３人の減、平成１９年

度当初に比べますと１０３人の大幅な減となって、更に職員の給与１割削減や特別職の

給与削減を継続することから、８億４，４２０万円の効果額を見込んでいます。

公の施設の見直しでは、西紀運動公園の運営の見直し、東部地域包括支援センターの

民間委託などにより、９，４５９万円の効果額を見込んでいます。

一方、自主財源の確保については、歳入の確保について引き続き、努力を重ねていき

ます。

旧篠山警察署跡地、旧丹南支所跡地をはじめ未売却分など市有地の処分について、引

き続き取り組み、歳入の確保に努めます。

懸案となっています市税、使用料、保険料などの滞納対策については、弁護士に依頼

したり、職員あげての徴収体制をつくるなど、あらゆる方策を講じて収納率の向上に努

め、滞納額を減少させます。

また、本年度から、軽自動車税、国民健康保険税、上下水道料金は、コンビニエンス

ストアでも収納できるよう取り組みます。

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。

また、市民から信頼され、親しまれる市役所づくりに努めます。

（１）明るいあいさつと応対

、 、「 」、「 、 」私は 市長就任以来 明るいあいさつと応対 市民の目線で 市民のために

と職員に訓示し、良くなりつつあるという声もお聞きしますが、今後も更なる取り
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組みを進めます。

今後も、接遇マニュアルや各課に配置する職場接遇推進員などにより徹底を図

ります。

（２）ふるさと一番会議、こんにちは市長室

市政の現状等を報告するとともに、市民の皆さんの生の声をお聴きし施策に反映

する「ふるさと一番会議」を平成１９年度から毎年実施し、昨年度は教育委員会が

行っていた「教育懇談会」とあわせ開催しました。平成２３年度も、更に充実させ

ていきます。また、市長と市民が直接お出会いし、ご意見をいただく場として毎月

１０日に開催しています「こんにちは市長室」についても、引き続き本庁と各支所

で隔月で開催します。

（３）住民投票制度

篠山市自治基本条例第２４条では 「市は市政の重要事項について、市民の意向、

に沿ったまちづくりを推進するため、住民投票制度を設けることができる」と定め

られているものの、いまだ、その制度を運用するための住民投票条例が制定されて

いません。大切な課題には市民の声を聞くことが大切であり、現在進められている

自治基本条例の見直し作業のなかで、その制定の必要性が指摘されたり、また従前

から篠山市自治会長会からの要望もあるところです。そこで、９月議会に提案、制

定できるよう取り組みを進めていきます。

（４）総合窓口、地域サポート職員、職員プロジェクト

「 」 、 、本庁舎１階に総合窓口 ささっとフロア を開設し 毎週火曜日の窓口時間延長

毎月最終日曜日の開庁を実施しています。市民の皆さんの利用も増えており、本年

度は、出来るだけ早い時期から税の支払いについても利用できるように取り組みま

す。

また、地域サポート職員制度によって、市民の皆さんに迅速に防災、防犯情報な

どを提供したり、各まちづくり協議会活動への支援を行います。

市の大切な政策課題について、職員が自主的に調査・研究・提言を行う職員プロ

ジェクトについては、これまでから大きな成果をあげています。継続プロジェクト

として「通勤・通学しやすい環境づくり 「園庭・校庭芝生化 「篠山病院跡地」、 」、

利用 、新たなプロジェクトとしては 「篠山の川づくり指針（仮称 」に取り組み」 、 ）

ます。
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（５）まちづくり協議会

平成２２年度中に市内１９地区すべてにおいて、まちづくり協議会が設立され、

定住促進をテーマにした地域づくり交付金に加え、昨年度からは運営費について一

定額の補助を行っており、本年度も支援に努めていきます。また、まちづくり協議

会の相互情報交換の場をつくっていきます。

まちづくり協議会は、これからの各地区における地域づくりの中心となる組織で

あり、更なる活性化が期待されます。そこで、本年度は、まちづくり協議会の位置

づけを行うとともに 「地区まちづくり条例（仮称 」制定への取り組みを始め、、 ）

平成２４年度の施行をめざします。この条例では、各地区において将来像とそれを

達成するための具体的なプランを策定していただいたり、市はそれに基づいて具体

的な支援をするような内容とする方向です。

（６）市民プラザ

昨年７月、市内の文化・芸術・スポーツ団体やボランティア・ＮＰＯ団体、まち

づくり協議会など、幅広い団体・グループ・サークルの情報発信や情報交換の拠点

として篠山市民プラザを市民センター内に開設しました。すでに６５を超える団体

・グループが加盟され、情報発信や交流が進んでおり、更なる充実に努めます。

４ 定住促進「ふるさと篠山に住もう帰ろう」

篠山市には、美しい城下町、歴史文化、農産特産物、あたたかい地域コミュニティと

いった多くの魅力があり、また比較的自然災害が少なく安心して住めるところです。

そして京阪神から１時間という交通利便性にも恵まれ、このように篠山ほど良い所は

ありません。戦後５０年以上にわたり高校を出たら都会へ出て行くという時代が続きま

したが、これからは都会よりも「篠山の時代」です。

私たち市民の意識を変え 「ふるさと篠山に住もう帰ろう運動」を市民あげてあらゆ、

る角度から進めていきます。

（１）市民意識、小中学校や高等学校との連携

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
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篠山ほど良い所はないんだという意識を高めていかなければなりません。

そこで、小中学校においては 「ふるさと教育（ふるさとを大切に誇りに思い、、

ふるさとを担う教育 」をすすめ、高等学校では、市や市民、企業と高等学校が連）

携して篠山市に多くが定着できるような取り組みを始めていきます。

（２）篠山市ふるさと定住宅地

多紀地区における人口増および定住促進のため、ハートピア北条団地を「篠山市

ふるさと定住宅地」と位置づけ、４０歳以下で配偶者のある方に対し、１３区画の

宅地を低額賃料で貸し付け、２０年を経過したときに所定の審査委員会に諮り、土

地所有権を無償で譲渡するものとします。

（３）多紀、城東、西紀北地区などでの定住促進

市内でも特に少子高齢化の進んでいる多紀、城東、西紀北地区などについては、

定住促進に向け特別の施策が必要ですので、市民アンケートなどで地域住民の意向

調査をしながら、地域振興、定住助成、通勤・通学助成などを可能とする条例の制

、 、 。定に向けて取り組み 本年度中に策定し 来年度から実施できるよう取り組みます

（４）通勤・通学しやすい環境づくり

市民や学生の皆さんが通勤・通学しやすい環境づくりに向けては、５月から７月

にかけて、その実態についてのアンケートや聞き取りによる意向調査などを行い、

例えば通勤助成など具体的な支援策を検討し、本年度中に策定し、来年度から実施

できるよう取り組みます。

（５）ふるさと篠山に住もう帰ろう運動への助成

各自治会や団体等で取り組んでいただく「ふるさと篠山に住もう帰ろう運動」を

、 、支援するための助成金制度を引き続き設け 各地域での自主的な取り組みを支援し

この運動を更に大きな市民運動へと広げていきます。

（６）空き家バンクの充実、篠山暮らし案内所

現在、空き家バンクの登録は５件ですが、３０件以上の登録をめざし、空き家の

活用を図ります。さらに篠山への定住希望者の相談窓口である篠山暮らし案内所と

の連携を強化します。

（７）結婚相談室「輪～りんぐ～」の充実

一昨年６月、市民センター内に開設した結婚相談室「輪～りんぐ～」は大きな反

響と成果をあげています。すでに登録者数は２７０人を超え、結婚に関する相談件
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数も３千件を超えています。昨年度は会員同士の結婚が５組を数え、篠山市に居住

いただいています。本年度も結婚相手の紹介や出会いの場を作りだすことにより、

一組でも多くの男女が良縁に恵まれるよう相談時間の延長をはじめ内容の充実に努

めます。

（８）その他

このほか 「子育ていちばん 「企業の振興・誘致と雇用確保」など、定住促進、 」、

こそ現在の篠山市の最優先課題として取り組みます。

５ 子育ていちばんの篠山市

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

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

なら篠山市がよい」と言っていただけるよう取り組みを進めていきます。

（１）就学前教育

昨年度、幼保連携型の味間認定こども園を開設し、幼稚園教育と保育園機能を一

体化することで、子どもの発達や学びの連続性を踏まえた保育および教育ならびに

保護者に対する子育て支援の総合的な提供を行うことができました。

平成２３年度は、篠山市における幼保一体化の推進を図り、その具体的な施策を

検討するため 「篠山市幼保一体化推進委員会」を設置します。、

また、預かり保育については、平成２１年度から順次、開設してきたところであ

り、本年度は西紀南・西紀中・大山地区と西紀北地区で開設しました。本年度は、

古市・今田地区で保護者や地域住民の意見をお聞きしながら、来年度から開設でき

るよう取り組みを進め、さらに今後、市内全域で預かり保育施設を設置できるよう

努めます。

（２）子育て環境の充実

子育て相談や子育て情報の提供については、積極的に情報提供を行うとともに、

学童保育、子育てふれあいセンター、ファミリーサポートセンターの充実に努めて

いきます。

また、グループで自主的な取り組みを行っておられる子育てグループやサークル

の活動の場をできるだけ確保できるよう支援します。

児童虐待については、深刻な社会問題となってきており、早期発見、早期対応が
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求められます。虐待を防止するためには、関係機関が連携を深め、迅速な対応と予

防活動が極めて大切であり、篠山市要保護児童対策地域協議会を中心として、引き

続き市民あげて問題解決に取り組んでいきます。

就学前発達障害児の支援については、神戸大学との地域連携事業により取り組み

ます。

（３）予防接種

子宮頸ガン予防ワクチン、ヒブワクチン、小児肺炎球菌ワクチンは、本年１月か

ら無料接種を行っていますが、これを本年度も継続して行い、子どもの健康増進に

つなげていきます。

（４）乳幼児、こども医療費助成

乳幼児、こども医療費の助成については、昨年度から始めました中学校３年生ま

での入院の無料化と小学校６年生までの通院助成の取り組みを継続します。

（５）子育ていちばん条例

次代を担う子どもの権利を保障し、地域や家庭・関係機関など、市民すべてが篠

山の子どもを守り育てることをめざし、また篠山市の将来を担う子どもたちが自然

と文化・伝統が薫る篠山市でいきいきと元気に過ごすため 「子育ていちばん条例、

（仮称 」を制定します。平成２２年度において、庁内での検討や子ども議会など）

を開催し、素案ができあがったため、平成２３年度は、この素案をもとに市民や子

育てグループにお示しし、広くご意見を聞いたうえ、本年度中に制定します。

（６）妊婦健康診査費補助事業の拡大

現在の少子化の原因の一つに出産の際の経済的な負担が大きいことがあることか

ら、妊婦の経済的負担を軽減し、健康管理を支援するため、現行の妊婦健康診査補

助金を１０１，０００円に改正し、子どもを産みやすい環境を整えます。今回の改

正により兵庫県内で２番目に高い補助額となります。

（７）小学校の適正配置

魅力ある学校づくりを進める観点から、教育委員会とともに保護者や地域住民の

意見を生かしつつ、小学校の適正配置に取り組みます。

（８）高等学校との連携と支援

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
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努め、また生徒への通学支援策も検討します。

６ 魅力あふれる美しい篠山市

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

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

しい篠山づくりをすすめます。

（１）景観

史跡篠山城跡を中心として城下町の佇まいとその周辺に広がる田園、農村風景、

山なみなどの景観は、大変美しく大きな魅力です。阪神間から１時間の距離にあり

ながら、このような景観が残されているのは奇跡的とも言われ高く評価されていま

す。これを未来に引き継ぐため、昨年度、篠山市景観条例を制定し、篠山市景観計

画を策定しました。

これを市民および事業者の協力のもとに運用し、あわせて屋外広告物の在り方に

ついては、本年度から、調査を始めるとともに、手法や規制について検討し、平成

２４年度内の条例制定をめざします。

（２）まちづくり条例の施行と地区整備計画の取り組み

昨年１２月に改正した篠山市まちづくり条例を適正に施行し、開発については、

地域の合意の得られる質の高い開発を誘導します。あわせて、市内で開発が想定さ

れる東岡屋地区、丹南篠山口インターチェンジ周辺地区、篠山城下町北地区におい

ては、土地利用、建築や景観、緑化等の指針となる地区整備計画の策定に取り組み

ます。

また、北沢田地域においては、篠山市緑豊かな里づくり条例に基づく、里づくり

計画策定への支援を行います。

（３）環境基本計画の推進

昨年３月に策定した篠山市環境基本計画を実行し、本年４月には「篠山環境みら

い会議」を立ちあげ、市民とともに「環境先進都市・篠山」を築いていきます。

ごみ処理については、現在、清掃センターで焼却や埋め立てをしている廃棄物の

なかには資源になる物も多く、分別回収を拡大・徹底することによって資源化率を

向上させます。また、あわせてごみの分別化、減量化に向けて、ごみ袋（燃えるご

み、資源ごみ、容器包装プラスチック等）の単価について検討します。
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また、地球温暖化対策については、紙芝居や寸劇などを通じて啓発をされていま

す篠山市地球温暖化防止活動推進連絡会の活動を支援するとともに、市役所庁舎、

小中学校、高等学校校舎での緑のカーテン、資源ごみの拠点回収、夏季におけるク

ールビズなどに取り組んでいきます。

（４）自然環境の保全と復元

昨年度から始めている「森の学校大作戦」の事業を継続し、平成２３年度に自然

と共生する篠山市づくりのプランや方向性を出せるよう検討を続けます。

また、後川地区を流れる清流・羽束川の優れた環境を保全するため、水質検査を

強化するとともに、地域の皆さんの協力もいただき、川の生き物調査や専門家を交

えて河川の勉強会を行います。

（５）お堀の浄化

昨年度から、職員のプロジェクトで始めたお堀の浄化については、市民の方々か

ら高い関心と評価が得られました。本年度は、これを更に充実させ、多くの市民の

参加を得ながら、西堀の池干しとあわせて清掃作業やゲート改修を実施し、今後、

きれいなお堀の復元をめざして取り組んでいきます。

（６）歴史文化まちづくり

本年３月に策定された篠山市歴史文化基本構想を教育委員会とともに進めていき

ます。また、篠山市歴史文化基本構想の考え方が市内各地区において広がるよう、

新たに補助金制度を設けます。

７ 農都創造

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

めざしての取り組みを充実します。

（１）有害鳥獣対策

有害鳥獣対策には、獣害防護フェンスの設置および市猟友会と連携した有害鳥獣

駆除などを実施します。

獣害防護フェンスの設置では、平成２２年度からの繰り越した事業とあわせ、城

北、村雲地区などを対象に１７地区４３㎞にわたる防護フェンス設置を行います。

希望がありながら未だ設置できていない１２地区５１㎞についても、順次、整備を

進めていきます。
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また、市猟友会の支援を得て、シカ、イノシシなどの駆除、個体数の減少に取り

組むため、新たに銃猟従事者資格取得経費の全額を助成する制度を設けます。

さらに、昨年度から実施しているサルの追い払い監視員のより効果的な活用とと

もに、森林動物研究センターのご指導を得て、農家の皆さん自らが取り組める獣害

に強い集落づくりを推進します。

（２）担い手育成

大規模農家の育成、集落営農の推進、新規就農者への新たな支援を始めます。特

に、集落営農については、集落の農地は集落で守れるよう、それぞれの集落で１０

年先の農業や農地の姿をお考えいただいて、多くの集落で取り組んでいただけるよ

う、新たにまちづくり協議会を単位とする地区に少なくとも１人以上の「集落営農

推進員」を設け取り組みを進めます。

、 、また 新規就農への希望があっても支援が十分でないとのご指摘がありますので

どのような支援策が効果的なのかを検討に入っており、これを早期にまとめあげ、

９月議会で議決を得て、平成２３年度下半期から実施します。

さらに、昨年度から実施しています「篠山楽農スクール」によって農業の基礎的

な技術や知識を学んだり 「篠山楽農パートナー」によって集落と都市住民などと、

の交流を進めます。

（３）特産振興

全国的な特産品である黒大豆の更なる振興とともに、山の芋に対する栽培奨励金

の交付によって栽培面積減少への歯止めをかけます。また、丹波栗、丹波茶の新植

と若返り指導を推進し、栗の皮剥ぎ機械の購入補助、茶工場建設計画策定等補助な

どを行い、これらの維持確保に努めます。

また、昨年に開発された「篠山まるごと丼」を広くＰＲし、ご当地メニューとし

ての普及を図っていきます。

更に６次産業化への取り組みとして、市内の加工グループからなる「丹波篠山食

の未来塾」を設けて取り組みを始めましたが、このネットワークの拡大とともに、

特産物の加工、開発に向けての支援を検討していきます。

（４）篠山東雲高等学校との連携

本年４月に独立校として開校した篠山東雲高等学校と連携をとり、卒業生が篠山

市において農業の担い手となるよう、また地域公開講座などによって市民が農業や



- 11 -

特産を学ぶ場となったり、さらには市民とともに新たな加工品の研究や開発をする

など、篠山東雲高等学校が「農都篠山」の拠点となるよう取り組みます。

（５）農地の保全と農業基盤の継承

篠山市にとって、農地は「農都創造」に向けたかけがえのない産業基盤であると

ともに、景観や自然環境の保全の面からもその果たす役割は大きく、市民の大切な

財産です。

こうした視点に立ち、現状の面積を計画的に維持するように努めるとともに、こ

とに農業振興地域の農用地については、現状面積３，５０１ヘクタールを確保し、

将来に引き継ぎます。

また、用排水路や農道、ため池といった農業基盤の保全と継承については、生態

系や環境に配慮しつつ、新たに環境配慮型土地改良事業を始めます。これについて

は、国が創設した農地・水保全管理事業とあわせて検討し、９月議会に上程し、平

成２３年度下半期からの実施をめざします。

（６）里山

里山へ関心をもち、手入れを図ることによって、里山のもつ環境保全、災害防止

、 、 「 」、など 多くの価値を高めていくため 昨年度から実施している 里山彩園実験事業

「篠山里山スクール」の事業を継続するとともに、毎年１０月を「里山ふれあい月

間」とし、関係団体と連携しながら、多くの市民が身近な里山林に触れ、親しみ、

その価値を見直す機会としていきます。

（７）森林バイオマス

市域の約７５％が森林であり、その資源を有効に活用し、循環型社会の構築、地

球温暖化の防止をめざし、林業の振興、森林の整備を進めるため、森林バイオマス

事業に着手します。

平成２３年度は、間伐材からのペレット製造を試行するとともに、市役所本庁舎

１階の市民ホールに木質燃料暖房器具（ペレットストーブ）を設置します。

また、将来に向けて、これからの森林バイオマス事業の展開と、人と自然が共生

する森林バイオマス実現のため、平成２４年度に「篠山市森林バイオマス活用推進

計画」が策定できるよう取り組みます。



- 12 -

８ 企業振興・誘致と観光

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

現させるべく、市長のトップセールで取り組みます。

（１）企業誘致

２年前に企業振興部を創設し、企業誘致への努力を続けていますが、平成２２年

度は新規の企業立地を２件あげることができたものの、農工団地への企業誘致には

至っていません。

篠山市は交通利便性に優れ、丹波篠山の名称は、本物、質が高い、美味しい、素

朴などの良いイメージがありますので、これを生かした食品や環境関連企業、更に

篠山出身者の企業人への誘致の努力を続けます。ありがたいことに篠山市は、自然

、 。 、災害が少なく 安心して企業活動ができる優位性もあるものと考えます そのため

企業振興部職員とともに市長自身も積極的に企業勧誘の努力をします。市民や篠山

市出身者の皆様、議会の皆様もご支援とご協力をお願いします。

また、本年４月からは、企業立地に関する情報提供をいただき、企業立地が決定

し、操業開始に至った場合、報奨金をお支払いする「企業立地成功奨励金制度」を

施行するとともに、篠山市出身で現在さまざまな企業において活躍されている方を

「企業誘致サポーター （平成２３年５月２１日現在で２０人）としてお願いする」

など、市内への企業立地の促進に向けては、情報収集をはじめ、あらゆる努力を重

ねていきます。

（２）市内企業の振興

一昨年から、市役所ロビーでの企業展の開催や広報紙での市内企業紹介、ホーム

、 、 、ページでの企業情報 市内企業や高等学校との連携 企業紹介パンフレットの配布

企業見学会などを行ってきました。これらの事業を更に充実させ、市内就労の拡大

や若者のＵターンに取り組みます。

（３）住宅リフォーム助成事業

市内の建築業者の受注機会を高め、活力ある篠山市づくりに資するため、市民が

市内業者を利用して住宅等の修繕工事を行う場合、所定の額を助成する「住宅リフ

ォーム助成事業」を新たに始めます。
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（４）観光

昨年は集落丸山、河原町のフェスティバル、ＪＲ篠山口駅観光案内所などの取り

組みもあり、過去最高の観光客とも言われています。

本年度は、篠山のもっている魅力である素晴らしい景観、自然環境、歴史文化、

食、地場産業などを生かして 「着地型観光（市内各地を楽しめる観光ルートの情、

報発信 」を更に進めます。）

レンタサイクルえこりん（ＪＲ篠山口駅、篠山観光案内所などでのレンタサイク

ル事業 、温泉活性化事業（市内４カ所の温泉地である篭坊・草山・ぬくもりの郷）

・ささやま荘）によって、各温泉の活性化と滞在時間の延長を図ります。

また、昨年、問題となったイベント時などでの丹南篠山口インターチェンジ周辺

での渋滞対策としては、ポスターや案内パンフレットをはじめとする広報活動によ

り、ＪＲとバスによる利用を促すとともに、インター出口に西紀方面、味間方面へ

の迂回路看板を設置するなどして渋滞の緩和に努めます。

（５）中心市街地活性化

現在、篠山市中心市街地活性化協議会が活性化計画（案）を作成中ですので、こ

れをもとに、篠山市としての計画を策定し、夢と活力ある商店街づくりを支援しま

す。

９ 住みよい生活基盤づくり

厳しい財政状況ではありますが、住みよい生活基盤の確保に努めていきます。

（１）道路・河川

篠山市の生活基盤であります市道は１，７７４路線、８３２キロメートルの総延

長があります。その整備については、集落間道路や集落内の道路整備に取り組むと

ともに、その維持、補修についても日常の道路点検による修繕箇所の把握および自

治会等からの要望を受け、緊急性を考慮して修繕工事を施工します。また、主要な

市道（一級市道および幹線道路）について、現況や舗装状況等を点検し、平成２４

年度に「道路維持管理計画」が策定できるよう取り組みます。

そのほか、平成２２年度に実施した橋梁診断に基づき、本年度は「橋梁長寿命化

計画」を策定します。

河川については、矢代川など必要な河川改修を行うとともに、平成２４年度に篠
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山らしい自然を生かした「篠山の川づくり指針（仮称 」の策定に向け、取り組み）

を始めます。

（２）公共交通

広域な市域を抱える篠山市において、周辺部と市街地を結ぶ公共交通の確保は市

民生活にとって欠かすことのできない暮らしを守る重要施策です。平成２０年度に

策定しました篠山市地域公共交通総合連携計画に基づいて、路線バスの運行助成、

コミュニティバスの運行、乗合タクシーの運行助成、住民主導によるまちづくり協

議会などが取り組むボランティア輸送への支援を行います。

（３）上水道

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、この値上げをしない努力を続けます。

、 、 、そして 平成２３年度において 水道事業経営を中期的に安定して継続するため

現状を分析・評価したうえで、平成２３年度から平成２７年度までのめざすべき将

来像と実現方策となる「篠山市水道事業計画」を策定します。

小規模な簡易水道は、経営面で弱さがあることから、水道事業の安定性や持続性

を高めるため 「篠山市簡易水道統合計画」を策定し、上水道事業との統合を推進、

します。

漏水については、水道財政を圧迫するだけでなく給水不良、水質汚染、道路陥没

などの二次災害にもつながることから、漏水調査を実施したうえで、優先度を設け

て効率的な老朽管路の改修を行い、有収率の向上に取り組みます。

（４）下水道

市内２７カ所の下水道処理施設は、各処理施設や設備の耐用年数が異なり、人口

が減少する状況にあって、将来人口に見合った施設運営を行うため 「篠山市下水、

道処理施設統廃合計画」の策定に着手し、統廃合による効率化と維持管理費の縮減

に取り組みます。

また、市内の下水道施設のうち、更新時期が近い施設設備は、設備の機能診断・

調査を行い、費用の縮減や長寿命化計画を策定して取り組みます。

更に引き続き水洗化の促進や個別合併浄化槽の普及を図っていきます。

（５）市営住宅

市内の市営住宅は２７団地５４８戸がありますが、所得の低い方や高齢者世帯対
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策、若い世帯の定住促進など市営住宅の果たす役割は大きく、これらの環境の整備

に努めます。うち８団地５９戸については、老朽化が著しく用途廃止の予定である

ため、この入居者については計画的に移転をお願いしていきます。

また、平成２３年度は平成２４年度以降１０年間の篠山市の住宅政策の基本計画

となる「篠山市住生活基本計画」を策定します。

１０ 住みよいところは篠山市づくり

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

、 、 、篠山市では 昨年６月 兵庫医科大学ささやま医療センターが新しくオープンし

地域医療体制を整備充実できたことは大変喜ばしいことです。今後は、兵庫医科大

学ささやま医療センター、岡本病院、にしき記念病院の病院間や開業医、診療所と

の連携を図り、篠山市の医療の充実に努めます。

特に、市民との間の信頼関係を築くことは大変大切であり、ささゆりのグループ

がささやま医療センターでコンサートを開いたり、草刈りをされていますので、こ

のような活動を支援します。

また、周辺部において、国民健康保険直営診療所は地域住民にとって欠かすこと

の出来ない診療所であり、ささやま医療センターの支援を受けながら診療の充実を

。 、めざして取り組みます 東雲診療所では医師の招へいと空調設備の改修工事を行い

他の診療所においても医療機器の充実に取り組みます。

（２）保健福祉総合計画の策定

篠山市では、合併後の平成１８年度から平成２３年度を計画期間とし、地域福祉

計画・障害者福祉プラン・介護保険事業計画を策定して取り組んできました。

平成２３年度末をもって３つの計画期間が満了することから、新たにこれらを統

合した「篠山市保健福祉総合計画」として取りまとめ 「人が光り輝く福祉のまち、

づくり」の実現をめざします。

（３）国民健康保険の健全運営

篠山市においては、高齢化率が２７％を超え、医療費の高騰によって国民健康保

険の財政運営は厳しい状況にあります。景気が低迷している状況にあって、今後の

国民健康保険税の値上げを少しでも抑えなければならないことから、まずは健全な



- 16 -

運営をめざすため、医療費の適正化として、レセプト点検の強化、ジェネリック医

薬品の推奨、重複受診やはしご受診を無くす取り組み、特定健診等の受診率向上、

国民健康保険税の収納率向上などに取り組みます。

（４）健康づくりと介護予防

市民の誰もが年に一度は健診を受けていただけるよう、更なる啓発に努めます。

、 、介護予防については 若いうちからの生活習慣の改善や適度の運動が重要であり

要介護状態になることをできる限り防ぎ、また状態が悪化することを防げるよう、

職場への出前健康教室や健康指導に取り組みます。

（５）高齢者福祉の充実

、 、 ， 、 ，本年４月末現在 市内の６５歳以上の高齢者の方は 男性５ ０３９人 女性７

２６１人、合計１２，３００人で、高齢化率は２７．５％となっています。そのう

ち、７５歳以上の後期高齢者の方が、半数以上を占めており、高齢者の皆さん誰も

が住み慣れた地域で安心して暮らし、自立した生活をおくれる地域社会づくりをめ

ざします。このため、市民が分かりやすい「福祉総合窓口」を設置し、今後も高齢

者福祉サービスの充実に努め、高齢者を地域全体で支えるシステムづくりへの取り

組みを続けていきます。

具体的には、デイサービス、敬老会、給食配食サービス、ふれあい・いきいきサ

ロン、外出支援サービス、緊急通報装置の設置など、社会福祉協議会や市内の介護

事業所と連携した取り組みを進めます。

（６）障がい者福祉

障がいのある方もそうでない方も共に暮らしやすい地域社会をめざして、障がい

者支援施策を充実させるとともに、障がいのある方の就労支援についても障害者総

合支援センター・スマイルささやまを中心に市内企業や事業者と連携しながら、就

労支援活動に取り組みます。特に平成２３年度は、空き店舗を活用した「福祉事業

所アンテナショップ」を開きます。

障がい者支援サービスについては、重度の障がいのある方に対する入浴サービス

をはじめとする支援や日常生活用具の給付を行うとともに、障がい者スポーツフェ

スティバル、ふれあいクリスマス会などの交流事業に取り組みます。

（７）人権尊重のまちづくり

篠山市は人権尊重のあたたかいまちづくりを進めていきます。昨年度から取り組
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「 」 、 。みを始めました 人権条例 については 本年度中に制定できるよう取り組みます

また、人権相談窓口の充実に努め、人権啓発事業については、篠山市人権・同和教

育研究協議会と連携を図りながら、講演会やセミナーを開催し、市民の人権意識の

高揚に取り組みます。また、各自治会での住民学習会についても、地域サポート職

員制度を生かし、自主的、主体的な学習会となるよう取り組みます。

男女共同参画については 平成１８年度に策定しました 男女共同参画プラン 後、 「 （

期計画 」が本年度で最終年となり、また、社会の変化に伴う見直しも必要なこと）

から、次期プランを策定します。

（８）防災

東日本大震災を踏まえ、篠山市地域防災計画に基づいて、避難体制の検討、地域

住民同士の助け合いを醸成する施策および災害時要援護者の支援体制の構築などの

取り組みを継続し、避難所については見直しを行います。

自治会を対象にした「いのちを守る防災マップづくり支援事業」を平成２１年度

は１６集落、平成２２年度においては２７集落で策定にかかっていますので、本年

度はさらに３０集落を目標に取り組みを続けます。

また、ささやま環境防災みらい学校や防災訓練を継続して行います。

（９）ひきこもり、生活保護と自立支援

年々増え続けている若者の社会的ひきこもり対策については、ひきこもり支援検

討委員会を開催したり、ひきこもり支援を続けていただいているＮＰＯ法人「結」

の活動を支援します。

近年の大不況に伴って生活保護受給者は年々増加しています。このため、自立支

援プログラムを活用して、一人でも多くの方の自立生活をめざしていきます。

（10）消防、救急業務

広報車を買い替え、防火の指導や広報に活用します。住宅用火災警報機の設置猶

予期限が本年５月末となっていますが、６月以降についても設置に向けて取り組み

を促します。

消防本部と消防団の連携強化を図り、合同訓練の実施や消防学校での研修に取り

組み、災害対応力を高めます。

消防団については、地域防災の中核的組織として大きな役割を担っており、今後

、 、も消防団員の定数確保とともに 昨年度から創設した機能別消防団員制度を活用し
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体制を整備します。

救急業務では、高齢化の進展に伴い心筋梗塞、脳卒中の患者が増加し、救急出動

件数も増加傾向にあることから、救急隊員のレベルアップや老朽化した高規格救急

車の更新、更に消防と医療機関の連携強化を進めるなど、救急業務を充実し、救命

率の向上をめざして取り組みます。

（11）交通安全、防犯、犯罪被害者支援

交通事故の少ない、犯罪の少ない安心して暮らせる篠山市づくりを篠山警察、篠

山交通安全協会、篠山防犯協会、各地区防犯グループと連携して取り組みます。

また、本年度において「犯罪被害者支援条例」を制定し、犯罪被害にあわれた被

害者とその家族の支援を始めます。

１１ 平成２３年度のシンボル事業

（１）創造都市ネットワーク

篠山市には、丹波黒大豆、丹波山の芋、丹波栗、丹波茶、丹波松茸、小豆、篠山

牛、猪肉などをはじめとして全国に誇る数多くの特産物があり、これらを食材にし

たぼたん鍋をはじめ、とふめし、ごぼうめしなど、各地域に伝わる伝統食など、豊

かな食文化をもっています。また、平成２０年度には、歴史的なまち並みを生かし

たまちづくりや篠山チルドレンズミュージアムなど、新たな文化を創り出す実績が

認められ、文化芸術創造都市として全国５番目の文化庁長官表彰を受けました。

篠山市では、これまでから文化庁が提唱する創造都市ネットワーク化会議に参加

し、文化・芸術活動を通した地域活性化への挑戦を報告し、従来の創造都市の概念

だけでない「創造農村」を提案するなど「篠山の時代」をアピールするなかで高い

評価を受けてきました。

この取り組みを更に広げ、創造的な文化の営みと新たな産業活動の展開によって

篠山を元気にしていくため、市長をはじめ有識者や市民代表による創造都市ネット

ワーク推進委員会を立ちあげ、５年後を目標に国際連合教育科学文化機関（ユネス

コ）の世界遺産や世界ジオパーク・ネットワークと並ぶ「ユネスコ・クリエイティ

ブシティズネットワーク（ユネスコ・創造都市ネットワーク 」の食文化部門への）

登録認定をめざします。
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（２）全国の自治体とのネットワークづくり

今回の東日本大震災への応援にあたり、自治体間の連携・協力の大切さを思い知

りました。

篠山市においては、現在、岐阜県高山市との間で交流を進めており、本年度もこ

れを深めていくとともに、これまでからのご縁を見直し、多くの自治体とのネット

ワーク、連携づくりを進めます。

具体的には、日本六古窯の窯元がある愛知県瀬戸市、愛知県常滑市、福井県越前

町、滋賀県甲賀市、岡山県備前市、平成２０年度に文化芸術創造都市の表彰を受け

た北海道札幌市、東京都豊島区、山口県萩市、旧藩主青山家ゆかりの東京都港区、

岐阜県郡上市、愛知県犬山市、デカンショ節が全国に広まるきっかけとされる千葉

県館山市、高校名に鳳鳴（篠山鳳鳴と大館鳳鳴）がある秋田県大館市、篠山の地名

がある福岡県久留米市、篠山の山頂を分け合う愛媛県愛南町と高知県宿毛市、ユネ

スコ・創造都市ネットワーク登録をめざす山形県鶴岡市、九谷焼の石川県小松市な

ど１８市区町を考えています。

（３）要望のメモ化・公表と入札制度改革

昨年の市職員による収賄事件は、市民の篠山市政や市職員に対する信頼を大きく

失墜させることとなりました。

そこで、市長を先頭に市民、有識者を入れた「篠山市職員汚職・反省と根絶の委

員会」を立ちあげ、事件の反省とともに、再発の防止策を検討しました。

そして、昨年１２月 「篠山市公正な職務の執行の確保等に関する条例」いわゆ、

る職員倫理条例を制定し、本年度からはこれに基づいて行政事務の改善と新たな取

り組みを行います。

まず、本年５月に公正職務審査会と公正職務相談員を設置し、内部公益通報およ

び不当要求行為を公正かつ適正に処理することにしました。また、市職員がすべて

の要望等を記録することとし、定期的にその概要を市民に公表します。

さらに入札制度については、本年度から電子入札を本格的に導入し、工事のみな

らず、物品購入等の分野へも早期導入に努めます。また、入札事務について、あら

、 、 、ゆる干渉を排除できるよう 変動型最低制限価格による入札を試行するなど 公正

適切に執行できるようシステムを改善していきます。
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（４）丹波篠山ふるさと応援団、ふるさと大使

平成２０年６月から開始した「丹波篠山ふるさと応援寄付」は、平成２２年度に

は１０６件、１，０４１万１，８４３円、制度創設以降では５０３件、２，９７０

万４，０８０円の多額のご寄付をいただいています。寄付者の皆様からは「日本一

のふるさとをめざしてがんばってください 「ふるさとの発展を祈ります」など」、

のあたたかいメッセージをいただいています。

そして、ふるさと納税をいただいた方で、更に篠山のまちづくりを応援いただけ

る方には「丹波篠山ふるさと応援団」に登録いただいています。応援団の皆様には

身近な活動を通して、篠山のＰＲにご協力いただいており、市からは篠山の情報提

供を行っているほか、各種アンケートへの協力をいただいています。

また、本年１月には、主に文化、芸術の分野でご活躍されている篠山出身者や篠

山にゆかりのある１１人と３組の皆様を「丹波篠山ふるさと大使」に任命し、それ

ぞれの活動を通して篠山の魅力の発信をお願いしています。

、「 」 、本年度においては デカンショだよ！丹波篠山ふるさと大使全員集合 として

８月１５日ないしは１６日のデカンショ祭の日にこれらの大使の皆さんによるコン

サート、トークショーを開催し、篠山市を大いに盛りあげていただきます。

（５）市民あげてのあいさつ運動

市役所におけるあいさつ運動を市内全域に広げ、篠山市民がこぞって元気にあい

さつし、声をかけあう、あたたかい篠山市づくりをめざします。

本年４月５日には、岡野小学校の児童たちが市役所に来て市役所職員や来庁した

、 。市民の皆さんに大きな声であいさつをしてくれ 市民の皆さんにも大変好評でした

今後、市内の保育園・幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校・高等学校、そし

て、まちづくり協議会など各種市民団体に呼びかけ、元気なあいさつ運動を広げて

いきます。

また、あいさつ運動を推進するための標語などを募集し、これを垂れ幕や横断幕

によって広く市民に啓発します。

１２ その他、当面する重要課題

（１）東日本大震災支援

、 。東日本大震災被災地に対しては 篠山市として出来る限りの支援をしていきます
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私自身も５月２日、３日と宮城県の南三陸町と多賀城市に行ってきましたが、特

に南三陸町は、まち自体が壊滅状態にあり、静かで美しい港町がすべてガレキの山

と化した光景に言葉もありませんでした。

市民の皆さんからの寄付金などを「東日本大震災復旧復興支援基金」として積み

、 、 、 、立て 今後 少なくとも５年間にわたり 被災者や被災児童・生徒などの受け入れ

ボランティア派遣、お米などの物資提供をしていきます。

幸い５月９日には市民ネットワークが立ちあがり、５月１３日からはボランティ

。 、 、アの第一陣が出発しました さらに 被災者が篠山市にお越しいただいた場合には

「農都篠山」らしい農業に従事できるような住居や農地の確保、農業用機械などの

支援策について早急に検討を進めます。

（２）篠山小学校校舎の検討

平成１６年度から、市内の教育施設について、順次、耐震診断、改修を行ってき

ましたが、篠山小学校の校舎については耐震改修が困難であるという見通しです。

同校については、昭和１０年に建築され、老朽化が著しく、合併以前から旧篠山町

において校舎の建て替えが検討され、合併後においても「篠山中学校の跡地におい

て建築する」という市の方針が出され、平成１４年度にはその旨、地元住民にも約

、 、 。束されているものの 財政難から そのまま手つかずで現在に至っているものです

したがって、篠山市としても子どもたちの安全な学校生活のために、これ以上放

置できませんので、現在 「篠山小学校校舎検討委員会」を設け、検討を始めたと、

ころです。

今後、速やかに①当面の安全対策としてどのような方法が考えられるか、②校舎

の改修ないし建築は、どの場所で、どのように進めるのか、真摯に検討し、実施し

ていきます。

（３）市名検討

市民のなかから、現在の「篠山市」の市名を「丹波篠山市」にすればとの提案が

なされています。昨年度は、篠山市の職員プロジェクトチームにおいて、その経緯

や費用、事例、賛成や現状維持の意見を整理したところです。

そして、本年５月末に発行する市の広報紙６月号に特集を掲載し、今後、市民か

らの意見を７月まで募集し、そのうえ９月ごろにアンケートをとるなどしたうえ、

市名についての市の方針を慎重に検討していきます。
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（４）出資法人の経営審査

平成２１年６月から、篠山市出資法人経営審査委員会を立ちあげて、株式会社夢

こんだの経営審査にあたっていただきました。本年１月にその最終答申を受けたと

ころですが、幸い同社の経営努力によって経営改善がみられていますが、市の責務

として市民利用を促進する施策の必要性も指摘されています。

そこで、この答申に基づき、平成２３年度においては、高齢者のいきがい創造づ

くり事業「お達者クラブいきいき塾 、丹波ささやまおもしろゼミナール特別講座」

「温泉めぐり 「温泉桶ット卓球！全国大会inぬくもりの郷」などを実施します。」、
おけ

平成２３年度においては、市の出資法人のうち、一般社団法人ノオトの経営審査

と経営の在り方について、経営審査委員会の審査を始めます。

（５）その他

、 、平成２２年３月に閉校となった後川小学校 雲部小学校跡地の利活用については

地域の声を生かしながら検討します。

本年７月から始まる地上デジタル化については、速やかに移行できるよう指導・

支援をしていきます。

また、篠山チルドレンズミュージアム、西紀運動公園については、厳しい経営環

境のなか、市の施設として運営いただいており、広く市民の利用を呼びかけたり、

広報などを通じて必要な支援を講じます。

１３ 新しい組織体制

合併時の職員は６８６人でしたが、平成２２年度末退職者は１４人、平成２３年度の

採用者は４人で、平成２３年４月の職員数は４５９人となっています。

職員が大きく減少するなかですが、主要施策である定住促進、農都創造、企業誘致、

子育て支援、環境問題、また新しい行政課題に対応するため、次のとおり組織機能の見

直しを行い取り組みを始めています。

（１）農都創造部の観光課を企業振興部に移管し、企業振興と企業誘致、観光振興を総

合的・一体的に取り組みます。

（２）農都創造部に農都創造課を設け、農都篠山への取り組みを強化します。

（３）政策部企画課にふるさと篠山に住もう帰ろう室、まちづくり部地域計画課に景観

室を設置し、連携を強化しました。
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（４）教育委員会こども未来課に幼児教育係と子育て支援係を新設しました。

（５）教育委員会社会教育・文化財課に文化財・太古の生き物係を新設しました。

また、新たに「まちづくりアドバイザー 「農都創造アドバイザー 「図書館アド」、 」、

バイザー」を置き、それぞれの取り組みを強化します。

１４ 平成２３年度全体予算の概要

最後に、平成２３年度予算についてご説明いたします。

平成２３年度当初予算は、骨格予算として編成しましたことから、今回の６月補正予

算により、新たな事業の追加や拡充を行っています。

まず、６月補正予算についてでありますが、一般会計の６月補正額は、１１億７，３

０８万円となっており、例年の６月補正予算と比較いたしますと、大幅な増額となって

います。これは 「日本に、そして世界に輝く篠山の時代をつくろう」として、新たな、

事業の追加や拡充を行うとともに、東日本大震災支援基金の積立や篠山再生計画に沿っ

て財政の健全化を図るために市債の繰り上げ償還８億７，５１２万円を計上したことに

よるものです。ただ、この財源として財政調整基金を１０億４，８１２万円更に取り崩

しており、当初予算等と合わせますと１５億７７３万円となり、平成２２年度末の財政

調整基金残高の約４分の１を取り崩すこととなり、大変厳しい状況ではありますが篠山

の時代に向けて積極的に取り組むこととしております。

次に、特別会計・企業会計の６月補正額につきましては、平成２２年度の繰上充用を

行う住宅資金特別会計が３，３６３万円の追加、国民健康保険特別会計は直営診療所管

理者経費１７７万円の追加、下水道事業特別会計は処理場統廃合計画の策定経費１，０

５０万円の追加、水道事業会計は県水受水費用の減などで４，２０１万円の減額となっ

ており、一般会計と合わせました平成２３年度６月補正予算の総額は、１１億７，６９

８万円となっています。

これによりまして、６月補正予算後の一般会計予算は、２１６億３，５３０万円とな

り、前年度の当初予算と比較いたしますと、９億４，９３０万円の増、率にして４．６

％のプラスとなります。

次に、７つの特別会計につきましては、合計が１１９億３，５１６万円となり、対前

年比４億９，９４４万円の減、率にして４．０％のマイナスとなっています。

２つの企業会計は、合計２６億８，７０７万円となり、対前年比７７４万円の減、率
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にして０．３％のマイナスとなっています。

以上、合わせました平成２３年度篠山市６月補正後の予算の総額は、３６２億５，７

５３万円となり、対前年比４億４，２１１万円の増、率にして１．２％のプラスとなっ

ています。

次に、６月補正予算後の主な財政指標については、経常収支比率が９７．５％と当初

予算と変わらない見込みです。将来負担比率については、平成２０年度に３０８．６％

と３００％を超えていましたが、今回の８億を超える繰上償還や基金の増加により２６

８．２％と大きく改善が見込まれるとともに、市債の残高も平成１９年度末の市全体で

１，０３５億円あったものが、平成２３年度末には８２６億円と２０９億円の減額、率

にして２０．３％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

おります。

また、実質公債費比率は２３．８％と平成２３年度当初予算と変わりませんが、繰上

償還により平成２４年度以降の公債費が減少することから比率も低下が見込まれ、財政

健全化団体の基準２５％を超えないように、今後も一層の財政の健全化に向けた努力を

続けます。

１５ むすびに

これからは都会ではなく篠山がいちばんです。篠山ほど良い所はありません。

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

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

市政執行方針といたします。


