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平成２１年度 市政執行方針

平成２１年 ３月 ２日

、「 」 、 。本日 平成２１年度当初予算 を提案するあたり 市政執行への所信を申し上げます

議員はじめ市民の皆様に深いご理解とご協力をいただき、心を一つにして新しい篠山市

づくりに取り組みます。

【一】 はじめに

私が市長に就任してちょうど２年が経ちました。厳しい課題のなか、市民の皆さまに

はいろいろとご心配をいただいてきましたが、昨年は篠山再生計画(行財政改革編)が策

定でき、兵庫医科大学篠山病院の存続による医療確保の目途もたち、そしてこの１月に

は篠山再生計画（まちづくり編）も策定できました。

このように、大きな前進ができたことに、私も少し安堵し、そしてご活躍をいただい

た市議会の皆様方、ご理解とご協力をいただいた市民の皆さま方、給与１０％削減に関

わらず前向きに仕事に取り組んでいる職員に、心からの感謝をいたしたいと思います。

さて、これからが篠山再生の実行です。平成２２年から２６年にかけて、普通交付税

の合併による特例措置分、約１５億円が段階的に縮減されることとなっています。この

厳しい時期を市民の皆さんと心を一つに乗り越えていきたく考えます。

今年は、築城４００年祭と市制施行１０周年という節目の年でもあります。再生計画

、 、まちづくり編で示したふるさと日本一の篠山市をめざし 篠山の良さを伸ばすとともに

若い人の定着できる活力ある地域づくりを進めていきます。

今から申し上げます「新年度の市政執行方針」は、まず最初に「平成２１年度の財政

再建への取り組み」をお示しした上で 「平成２１年度のシンボル事業 、そして「住み、 」

良さいちばん 「子育ていちばん 「魅力いちばん 「元気いちばん 「市役所いちば」、 」、 」、 」、

ん」について、それぞれの施策を申し上げ、最後に「平成２１年度の予算案」について

ご提案申し上げますので、よろしくお願いします。
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【二】 平成２１年度の財政再建への取り組み

昨年１１月に策定した篠山再生計画行財政改革編でお示しした項目を実施し、いよ１

いよ再生の実行です。

平成２１年度においては、取り組み前の平成１９年度と比較して１２億５，６２２万

円、前年度である平成２０年度当初予算と比較して６億６，２４７万円の削減効果を見

込んでいます。

その主なものをご説明しますと、

職員・給与の見直しによります効果額については、職員の定数削減により、平成２１

年４月１日の職員数が４８１人となり、平成２０年度当初に比べ２７人の減となり、さ

らに職員給与の総額１０％カットや特別職の給与削減によりまして４億６，５９５万円

の効果額を見込んでいます。

さらに、議会の議員期末手当の５０％削減によりまして１，７２４万円の効果額を見

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、また、図書館業務の見直し、

さらに、さぎそうホールの管理運営の見直しなどにより、総額で２，１５５万円の効果

額を見込んでいます。

事務事業の見直しでは、北庁舎跡地の公用車駐車場の賃貸借契約の解除、市バスの運

行委託の見直し（バス４台のうち、２台を廃車 、ごみ袋販売手数料単価の引き下げ、資）

源ゴミ集団回収奨励金事業単価の引き下げ、生ゴミ処理機器購入助成金事業の廃止、寡

， 。婦医療費給付助成事業の廃止などにより総額７ ８５３万円の効果額を見込んでいます

自主財源の確保につきましては、市役所での各種証明書等の発行に伴う手数料を現行

２５０円から３００円に改定、直接搬入ごみ手数料の見直し、指定工事店登録手数料の

設定などにより総額２，６０６万円の効果額を見込んでいます。

補助金・負担金の見直しにつきましては、すべての補助金・負担金を精査し、１０％

削減を原則としながらも施策としての必要性や公平性を吟味し、かつ、学校教育や障害

者などへは削減すべきでないという配慮もいたしまた。その結果、平成２１年度におい

ては、総額５，３１３万円の効果額を見込んでいます。
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なお、篠山再生計画行財政改革編で平成２２年度からの取り組み項目となっている２

篠山チルドレンズ・ミュージアムの運営の見直し、隣保館の運営方法の見直し、研修セ

ンターの地元地域への移譲などについては、早期に解決が見られるよう取り組みます。

そして一方、歳入の確保についても引き続き努力を重ねていきます。旧丹南支所跡３

地をはじめ、ハートピア北条団地の未売却分など市有地の積極的な売却または貸付けに

。 、 、取り組みます また 市の広報紙やホームページなどへの広告料の確保に取り組むほか

本年４月から休日閉鎖していた市役所庁舎前駐車場を市民、観光客などの利用に供しま

すが、その料金については、今後、関係者の意見を聞きつつ検討していきます。また、

懸案となっている市税、使用料、保険料などの滞納対策についても極めて重要な課題と

なっており、本年４月からは徴収業務を一体的に行う体制をつくり、収納率の向上に努

めます。

篠山再生計画では、収支バランスが取れるのが平成３２年度という、再生まで長期４

間を必要としています。そのため、再生計画で示した収支見通しを今後の最低ラインと

して、この計画を確実に進めていくことが必要です。そのため 「篠山再生計画推進委員、

会（案 」を設置し、進捗状況を毎年検討し、常に見直しし、その結果を市民の皆様に公）

表します。

【三】 平成２１年度のシンボル事業

次に、平成２１年度のまちづくりのシンボル事業について説明します。

１ 丹波篠山築城４００年祭

篠山のシンボルである国指定史跡「篠山城」が築城４００年を迎えるにあたり、ふる

さと篠山の歴史や文化を次世代に継承するとともに、篠山の魅力を全国に向け大きく発

信します。

また、一過性のイベントとせず、４００年祭を契機として、市民主体で取り組む新し

いまちづくりのスタートと位置づけます。

具体的には、オープニングイベントとしての４月４日から５日にかけて記念式典やコ

ンサート・講演会を行い、８月には丹波篠山文化講座として丹波篠山ふるさと応援団団

長 桂文珍氏の落語講演会 また 期間中を通して 歴史文化 暮らしと住まい 観、 、 「 」、「 」、「

光」の３つを基本コンセプトとし、例えば 「童謡･唱歌まつり 「しあわせの日『お城、 」、
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ドーナツ 「ふるさと街道ウォーク」など、多くの事業が予定されています。』」、

市民あげて篠山の大きな元気となるよう盛り上げていきましょう。

２ ふるさと篠山へ帰ろう住もう運動

篠山再生計画まちづくり編では、これまでの人口６万人構想を見直し平成３２年の目

標人口を４万２，０００人と設定しました。しかし、人口の減少社会になって、この数

字とて大変厳しいものです。戦後、学校を出たら都会へ出て行く時代が続き、市内の多

くの集落は、人口の減少と集落の維持の困難さに直面しています。篠山市にとって、人

口の定着こそ今一番の課題といえます。一昔前と違い、篠山市は先人や先輩の皆様のお

かげで、京阪神から１時間という交通の利便性にも恵まれました。住みよい条件を整備

、 、 、 「 」し 篠山の良さをさらに伸ばし そして 私たち市民も これからは篠山の時代である

ことを自覚し、この運動を市民運動として大きく展開します。

具体的には、次のような各種の施策をとっていきます。

① 篠山暮らし案内所の設置

篠山に興味をおもちの方々が必要とされる情報を提供していく窓口として 「篠山暮、

らし案内所」や専用のホームページを開設します。これらを通じて、篠山の情報を広

くＰＲするとともに、必要とされる情報を一元的に提供することで、定住や交流の促

進を進めていきます。

② 交流・定住受け入れの意向調査

平成２０年度に自治会長の皆さんの協力を得て 「空き家 「空き地」などの遊休資源、 」

や、都市との交流の実態や意向調査を実施しました。平成２１年度は、この調査を踏

まえて、さらに空き家の所有関係や売却、貸し付けなどに向けた調査を実施します。

そして各自治会の意向を見極めながら、地域の実態に即した支援を行い、定住促進や

交流拠点づくりにつなげていきます。

③ まちづくり協議会の定住活動への支援

まちづくり協議会ごとに定住促進をテーマとした「地域づくり交付金」(金３０万円)

を創設し、それぞれの地域の特色を生かした「ふるさと篠山へ帰ろう住もう運動」を

支援します。

④ 子育てしやすい篠山づくり

後述する「子育ていちばん」の各施策により子育てしやすい篠山づくりをめざし、Ｐ
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Ｒしていきます。

⑤ ふるさとを大切にする教育

地域の皆さんと一緒に行う体験活動や、篠山に関する知識の学習啓発事業、地産地消

の食育などを通じてふるさと篠山を大切にする教育を実践していきます。

⑥ 地元企業の紹介

本年２月に市役所本庁舎１階ロビーで企業展を開催しましたが、それをさらに発展さ

せ開催するとともに、市広報「丹波篠山」を通じて本年４月号から地元企業の紹介に

取り組みます。また、企業紹介のホームページを開設します。そして、新規学卒者や

Ｕターン希望者の方々に市内での就業情報の提供を進めます。

⑦ 通勤・通学のための条件整備

地の利を活かし、通勤や通学がしやすくなる条件整備を検討します。

３ 丹波篠山ふるさと応援団

「丹波篠山ふるさと応援団」については、昨年度に続き篠山出身者やファンに呼びか

け、ふるさと納税の促進と応援団員募集に引き続き取り組みます。とりわけ、平成２１

年度は築城４００年祭関係のイベントも多く、こうした機会を利用して積極的に呼びか

けていきます。また、平成２１年度は、昨年度実施できなかった篠山鳳鳴高校及び篠山

産業高校の卒業生の方に呼びかけを行い、ふるさと納税やふるさと応援団への加入、さ

らに「帰ろう住もう運動」の周知、啓発を図っていきます。

４ まちづくり協議会

「まちづくり協議会」につきましては、現在１９地域の内、１１地域で設立されてお

り、平成２１年度中にはすべての地域での設立に向け、協議を進め 「地域サポート職員、

制度」により、その設立及び運営を支援します。

また、平成２１年度より「定住促進」をテーマに一協議会あたり金３０万円交付し、

地域の自主的な活動を促します。
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【四 「住み良さいちばん」】

１ 安心できる医療体制

、 、 、地域医療を取り巻く厳しい社会情勢の中 大変ありがたいことに 篠山市においては

兵庫医科大学篠山病院の存続が決まり、医療体制の目途がつきました。

平成２１年度は、兵庫医科大学への篠山病院施設整備補助金として１９億１，３７５

万円を計上しています。これにより、篠山病院の建て替え工事が行われ、来年３月末を

目途に、鉄筋４階建て、１８０床、面積約１１，７００㎡の最新の機器や設備を備えた

新しい病院に生まれ変わります。

救急を含めた医療体制づくりには 病院と開業医との 病診連携 病院と病院との 病、 「 」、 「

病連携」を軸として、医療機関、医師会、歯科医師会、市民及び行政の連携を強め、互

いに信頼できる地域医療の構築が重要です。このため、現在実施している「丹波圏域病

」 「 」 、 。院群輪番制事業 を基軸として 篠山市休日診療所 を含め 更なる充実を推進します

２ 健康づくり・介護予防

日頃から既往症や服用中の薬など患者やご家族のことをよく知っている｢かかりつけ

医｣をすべての市民がもっていただけるように啓発運動を展開します。

また、近年、新型インフルエンザに対する懸念が増大しており、平成２１年度から新

、 、 、 、たに 市民への広報活動 対応マニュアルの作成 備蓄品の確保に取り組みむこととし

対策本部員及び職員用として、手袋、マスク、消毒液等を備蓄します。

平成２０年度から４０歳～７４歳の方を対象にメタボリック症候群に着目した「特定

健診」と「特定保健指導」が始まりました。脳卒中や認知症の予防、ひいては介護予防

につながることから、特定健診、特定保健指導を活かし、若い世代からの生活習慣病の

発症や重症化を予防します。

特に、若い年代からの健康づくりがすべて介護予防につながるという理解を進めるた

めにも、より広い年代に対し 「元気の秘訣は集って動いて楽しんで」の活動継続をすす、

めるとともに平成２０年度に完成した「いきいきデカボー体操」を地域の健康づくりや

仲間づくりのためのきっかけとして普及推進を行っていきます。
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また、現在、第４期介護保険事業計画（平成２１～２３年度）を策定中です。篠山市

は、特別養護老人ホームや老人保健施設等の施設サービスが充実しており、高齢者人口

の４％、２０年度末：４７２床となっています。このことから、介護施設系の整備は第

４期においても計画する必要がありません。

しかし、後期高齢者（７５歳以上）の占める割合が年々増加すること、一人暮らし・

高齢者のみの世帯の増加や認知症高齢者の急増によって地域での生活が困難になること

から、住み慣れた地域や自宅で可能な限り暮らし続けることが可能となる地域密着型サ

ービス（認知症グループホーム及び小規模多機能型サービス等）の整備を引き続き推進

し、生活圏域である旧６町ごとの整備をめざして充実を図ります。

３ 食育

食の安心、安全を脅かす事件が相次ぎ、大きな社会問題となっています。また、栄養

の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加、食料自給率の低下、伝統的食文化の

衰退等、さまざまな問題が発生しており、食育に対する関心が高まっています。

平成１７ 年６月に「食育基本法」が制定され、平成１８ 年３月に「食育推進基本計

画」が策定されました。これを受け、篠山市においては昨年３月には 「篠山市食育推進、

計画」を策定しました。今後は、計画の実現に向けて、家庭や地域、学校や各種団体と

連携協力しながら 「食育」を市民運動として推進します。、

また、学校給食においても、望ましい食習慣の定着や心身の健全な成長を図るため、

安全で安心な給食に努め、地産地消を進め、篠山の子どもはできる限り篠山の食材で育

むという基本を重視します。

４ 高齢者福祉

現在、篠山市の６５歳以上の高齢者の人数は、住民基本台帳では、1 月末現在で、１

２，３１０人となっており、高齢化比率は約２７％に達しています。うち、半数以上の

方が７５ 歳以上の「後期高齢者」の方で、６，８１６人となっています。また、一人暮

、 ， 。らしの高齢者の方も 施設に入所されている方を含めて２ ２６１ 人いらっしゃいます

このように高齢化が進行する中において、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よう引き続き高齢者福祉の向上に取り組みます。

このため、篠山市では、高齢者福祉施策と介護保険の一体的な運営など、切れ目のな

い高齢者支援サービスを目指し、高齢者福祉の充実に努めます。
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具体的には、在宅生活支援のために続けております福祉用具・住宅改修の支援や要介

護認定者の方やその家族に対する介護教室、宅配の配食サービス、介護用品の給付等に

ついても充実を図ります。また、公共交通機関の利用できない方を中心に、通院等のた

めに利用していただく外出支援サービスや、一人暮らしや高齢世帯の緊急通報装置の設

置拡大についても推進し、ご好評いただいております「生きがいデイサービス事業」に

ついても、市内の介護事業所や社会福祉協議会と連携して充実に努め、安心して地域で

暮らせる環境整備を進めます。

５ 障害者福祉、ひきこもり対策

平成１８年には障害者自立支援法が制定され、精神障害も含め知的・身体の３障害の

制度が一元化されました。篠山市におきましても、平成２１年度より３障害の事務を一

本化し、市民の利便性の向上を図ります。

地域における障害のある方の「働きたい 「社会に役立ちたいという気持ち」を支援す」

るため、就労支援機関を障害者総合支援センターに設置します。センターでは、相談員

が障害のある方の立場にたって企業訪問・企業開拓・個人訪問等を行い、就労支援して

いきます。

障害者や高齢者の権利擁護については、行政部門と市民が協働・連携して、必要な支

援体制を整えることが大切で、将来の「権利擁護センター(仮称)」を視野に入れ、体制

づくりに取り組みます。

次に、近年、新たな社会問題になっております「ひきこもり」についてであります。

６ヶ月以上自宅にひきこもって社会参加できない状態を「社会的ひきこもり」と呼び、

精神障害が第一の原因とは考えにくいものと定義されています。これまで、市では具体

的な取り組みができていませんでしたが、平成２１年度からは新たに相談・支援窓口の

設置、ひきこもり対策検討会の開催、民間活動団体との連携・支援を柱とした支援体制

の構築に取り組みます。

６ 人権尊重社会、男女共同参画

次に、人権尊重社会と男女共同参画の取り組みについてです。

篠山市は、同和問題をはじめ、障害者、高齢者、外国人、子どもなどあらゆる差別を

無くし、全ての人権が尊重される社会を目指します。平成２１年度も住民学習会の開催
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や人権啓発事業を篠山市人権・同和教育研究協議会と連携を図りながら取り組みます。

各自治会の住民学習は、今までどおり年二回開催いただきますが、一回は従来どおり

市職員が推進員として参加し、自治会の皆さんと共同で実施、あと一回は自治会で自主

的にテーマを決めて実施をお願いします。

現在、市内５箇所の隣保館では、福祉と人権のまちづくりの拠点として地域に根ざし

た事業を展開していますが、平成２２年度からは、関係団体や地域住民の皆さんとの協

議により一館体制あるいはそれに近い形で集約化を図ります。

次に、男女共同参画についてであります。

仕事と子育ての両立や意思決定の場への女性の参画についても「篠山市男女共同参画

プラン」や女性委員会からの提言などを踏まえて、引き続き積極的に推進します。

７ 公共交通対策

次に、広域な市域を抱え、周辺部と市街地を結ぶ公共交通の確保も安心の暮らしを守

る重要施策です。路線バスについては、神姫バスの削減提案を受けておりますが、重要

な路線については、極力、存続していただけるよう交渉します。

また、現在、９路線でコミュニティバスを運行していますが、利用状況や実際に運行

に関わっている運転手さんの意見なども聞き、市民にとってより利便性の高い路線及び

運行形態にこの４月より再編いたします。できるだけ周辺部と市街地を乗り換え無しで

結び、市役所や兵庫医科大学篠山病院などに行きやすい路線に再編し、利便性を高めま

す。スクールバスについても篠山東中学校のバスが一般混乗という形をとっており、こ

れをモデルとしてスクールバスの混乗化を検討し、可能な路線から実施いたします。さ

らに、オンデマンド方式の導入や、福祉バスや福祉タクシー、ＮＰＯや地域によるバス

の運行についても検討し、公共交通の確保に努めます。

８ 地上デジタル化

また、平成２３年（２０１１年）７月の地上デジタル放送への移行に向け、地上デジ

タル放送受信対策事業を推進し、平成２１年度は、辺地共聴施設改修支援事業補助金と

して６組合に対し有線共聴改修補助を行うとともに、テレビ難視聴地域解消事業補助金

として、１組合に対して無線共聴改修補助を行います。

平成２３年のデジタル化完全移行に向けて、市内全域で遅延無く、デジタル化への対

応ができるよう取り組みます。
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９ 上下水道

次に上下水道についてであります。上水道事業につきましては、不安定水源の解消や

原水の水質変化に対応した取り組みとして整備してきました「県水受水施設」や「みく

まりダム関連施設」の完成から、将来にわたっての安定給水の体制が整いました。

水道料金は、これらの大型投資事業の影響から平成２３年度に値上げするとしており

ましたが、新たな投資の抑制や、効率的な施設運用を図ることに加え、安全・安心の給

水を基本としながら経費の削減に取り組むとともに、地方交付税対象である高料金対策

を活用することで、水道料金は現状を維持できるように努めます。

また、水道使用者に対し、水道料金をはじめとする諸手続の利便性を高めるため、下

水道料金の対応と一体となった窓口として、上下水道部に「料金コーナー」を設置し市

民サービスの向上を図ります。

平成１７年度に下水道施設が完了し、下水道への接次に下水道事業については、

続（平成１９年度末 ８７．５％）が進んだ一方で、あさぎり苑でのし尿処分量

が減少してきました。施設の維持管理費や汚泥処分費のコスト縮減に向け、効率

的管理方法をめざし汚水処理施設共同整備事業（ミックス事業）として、あさぎ

り苑内に汚泥乾燥施設を平成２１年度から２箇年で建設します。

また新規事業として、下水道施設の事故防止やライフコストの最小化を図るた

め、昭和５８年度に供用開始（２５年経過）した篠山環境衛生センター「下水道

長寿命化計画」の策定に向けて調査、診断を行います。

10 生活基盤道路の維持など

， 、 、篠山市の生活基盤であります市道は１ ７７５路線 ８３３㎞の総延長がありますが

生活基盤道路整備事業として、地域に密着した集落間道路や集落内の道路整備及び補修

を道路本来の機能を発揮していくため進めてきました。主に、日常の道路点検による修

繕箇所の把握及び自治会からの要望により現地確認し、内部調整を図り、緊急性を考慮

しながら随時施工しています。

平成２０年度は、未舗装箇所８路線の整備、１１路線の舗装修繕を行いましたが、引

き続き、道路が最も基本的な公共施設であることを認識し、維持管理と整備に取り組み

ます。また、このほか道路整備については、継続事業となっている「市道、大沢新－栗

」 、 「 、 」栖野線第二工区 の用地取得及び工事 町並み環境整備事業の 市道 中央線西町地区
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の道路美装化を進めていきます。ほかに、市道では向井地区、国・県道では念願の国道

３７２号の不来坂峠の整備が完了し、主要地方道三田篠山線、野中バイパスの拡幅工事

についても早期完了に向け取り組みます。

11 防 災

災害は、突然発生するという阪神淡路大震災の教訓を忘れず、予測が困難な自然災害

に対して、日頃からの「備え」を確実に行うよう努めます。

具体的には、地域での防災訓練を積極的に支援すると共に、要援護者の支援体制を視

野に入れた避難所運営の図上訓練などを取り入れ、より効果的なものとします。また、

万が一の災害に備え、避難所で必要になってくる災害用簡易トイレ、毛布、食料などの

計画的な備蓄にも取り組みます。

緊急防災情報の提供は、災害による被害を最小限に食い止める最も有効な手段です。

そのため、既に稼動している防災行政無線の機能の安定化を図るために、無線設備の更

新を計画的に実施し、携帯電話を利用した「ささやまデカンショ防災ネット」を含む市

全体の防災行政情報の提供体制の強化・多重化に努めます。

12 消防、救急業務

篠山市の救急業務は、本部に加え、東部、西部、北部の３出張所の開設が整い、初期

の救命措置に対応する高規格救急車を配備し、市民の健康と命を守る体制を強化しまし

た。平成２１年度は、高規格救急車を１台更新すると共に、ＩＰ・携帯電話の発信位置

を特定できる情報表示端末機を更新し、より迅速で精度の高い指揮系統の充実を図り、

医療機関との連携連絡体制についても、ロスのない救急搬送が可能となるよう充実を図

ります。

火災発生は、市民の大切な財産を一瞬にして灰にしてしまうだけでなく、時として命

までも奪ってしまいます。このため、地域での消化訓練の実施や人災である火事を未然

に防ぐ、住宅用火災警報器設置の促進に取り組みます。

消防体制の充実につきましても、消防本部と消防団との連携強化を図り、操法大会や

消防本部や県の消防学校での研修などに努めるとともに、積載ポンプ等の設備機器のよ

り一層の充実を図り、災害対応力を高めます。
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13 交通安全

一昨年、１０名を数えた交通事故の犠牲者は昨年、大幅に減少しました。しかし、交

通事故件数や負傷者数は増加しており、さらに安全対策が重要なことは変わりありませ

ん。昨年、篠山市は県内で先駆けて高齢者の運転免許自主的返納制度に取り組み、60名

を超える返納をいただきました。このことは多くのマスコミでも取り上げられ、県とし

ての施策にも結びつきました。今後とも警察はじめ関係機関との連携し、交通安全のた

めの啓発事業を実施します。

１４ 清掃センター・市営斎場

適切な「ごみ処理」は環境対策の基本となるものです。市は今後とも公害のない安定

した市民に信頼されるごみ処理に努めます。また、ごみの減量化は地球温暖化防止の観

点からも大変重要であり、新年度に策定する環境基本計画にも具体的な取組みを盛り込

みます。

また、市営斎場は、深い悲しみの中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、今後とも市民の皆様に深い安らぎを感じていただけ

る斎場運営に取り組みます。

【五 「子育ていちばん」】

１ 結婚相談室の開設

少子化の要因の一つとして、未婚化・晩婚化が進んでいるということが指摘されてい

ます。篠山市においても、こうした影響が少子化の要因の一つと考えられます。

このため、平成２１年度に新たな取り組みとして、将来の篠山を担う若者の出会いを

支援する目的で「結婚相談室」を開設し、結婚を望む男女に対し、結婚相手の紹介や交

流の場を設けるとともに、それをサポートする市民組織を立ち上げます。

２ 子育て支援体制の充実

(１) 妊婦健康診査補助事業の充実

近年、女性の晩婚化や社会進出により、高齢・就業・ストレス等を抱える妊婦が増加

傾向にあること、妊婦健康診査費用は保険適用外であるため健診を全く受診しないまま

出産を迎えてしまうことが全国的にも危惧されています。母子の健康を守り、安心して

出産を迎えるために妊婦健康診査費用に対する助成を見直し、回数及び補助の上限を引
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き上げ、従来２回以上２万円を１４回、７万円に引き上げます。

(２) こんにちは赤ちゃん事業の推進

また、本市では、平成１９年度から、こんにちは赤ちゃん事業として、生後４ヶ月ま

でのすべての赤ちゃんの家庭訪問を実施しています。核家族化が進み、周囲の支援が少

ない状況で育児をしなければならない家庭が増えており、在宅助産師と健康課保健師が

連携し、育児支援が必要な家庭を早期に把握できる体制を整えます。

(３) 子育てふれあいセンター

また、市内4箇所に配置しています「子育てふれあいセンター」では、子育て中の親子

への悩み相談にアドバイザーが対応している他、センターの存在自体が、乳幼児と保護

者の大切な居場所となっています。

現在、相談件数や利用者が大幅に増加しており、今後、篠山と丹南を重点箇所としな

がら、地域における子育て支援を行っていきます。

少子化の進行で地域の子どもが減り、小学校の複式学級が増えるなど、子育てに不安

、 、 「 」をもつ保護者があるなか それぞれの地域においても まちづくり活動の中で 子育て

を支援いただき、ともに支えあう地域福祉活動の一環としていただければ幸いです。

(４) ファミリーサポートセンター

「ファミリーサポートセンター」は、子育て中の人が、仕事や急な用事などで子ども

の世話ができないときに、一時的、臨時的に地域の人が子育てをサポートする支援事業

で、社会福祉協議会に委託しておりますが、市民の子育ての輪がさらに広がり会員数や

利用件数が増加することを願っています。

(５) 学童保育 (放課後児童健全育成事業)

学童保育については、現在６箇所ある放課後児童クラブのうち、２０年度に「今田児

童クラブ」を公設民営化いたしました。平成２１年度も教育委員会と連携を密にしなが

ら児童の健全な育成環境の改善に努めます。

(６) 子どもの医療費助成

さらには、昨年から実施いたしました小学校６年生までの入院の無料化と通院の公的

助成についても、引き続き取り組んでいきます。
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３ 就学前教育と保育環境の充実

また、就学前教育や保育環境の充実についても、従来のように保育園、幼稚園という

二元的な捉え方をするのではなく、０歳から就学前の子どもさんの保育と幼児教育を一

体的に担える体制づくりを推進します。

基本的な考え方は、就学前の２年間は保護者の就労のいかんに関わらず、すべての子

どもが就学前教育として幼稚園教育を受けられる環境整備に取り組みます。

施設面や地域によって推進整備の方法は異なりますが、地域や保護者のご意見やご希

望をお聞きしながら、できるだけ早く、全市的にこの体制が整うようにします。

２１年度は 八上 城南地区で計画を推進し 城南保育園を廃園し 八上保育園を た、 、 、 、 「

かしろ保育園」と名称変更し統合します。そして、旧城南保育園園舎を預かり保育施設

「くすのきクラブ」に転用し、両幼稚園閉園後に預かり施設としての有効活用を図りま

す。この形をひとつのモデルとし、施設の統廃合や有効活用を視野に入れながら、全市

的な導入を図ると共に、将来的にはいわゆる幼保一体化の「認定こども園」も視野に入

れ、子育て環境の一層の充実に取り組みます。

また、平成２１年度は、市内のすべての保育所の２歳児保育室にエアコンを設置し、

幼い幼児の保育環境の向上を図ります。

４ 教育施設の充実整備

子どもたちの教育環境をより安全で快適なものにするために、計画的に学校施設の耐

震化を推進します。平成２１年度は、小学校では西紀小学校の校舎及び屋内体育館の耐

震補強工事を、中学校では丹南中学校の校舎２棟の耐震化工事を実施するなど、非木造

の耐震診断を４棟、耐震補強工事６棟を予定しています。

平成２３年度までに、順次、木造も含めて学校施設の耐震化工事を進め、教育施設の

安全性を高めます。学校は、災害発生時の避難場所となっていることからも、厳しい財

政状況ではありますが、耐震化事業の早期完了に向け取り組みます。

また、高等部へ進学される生徒が年々増加し、教室不足が課題となっています特別支

援学校(篠山養護学校)の増築については、今後の児童、生徒数の推移予想等も判断し、

平成２１年度事業として取り組むこととし、校舎の増築工事を実施します。

篠山で子どもを育てたい 篠山で学びたい と思える教育環境づくりに向けて 子「 」「 」 、「

育ていちばん」の施策を推進します。
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【六】 「魅力いちばん」

１ 篠山市環境基本計画の策定

近年、世界各地で地球温暖化に起因するといわれる異常気象や自然災害が数多く発生

しています。

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と伝統ある歴史文化を守

り、次世代に引き継がなければなりません。

篠山市では、昨年から職員による環境基本計画策定プロジェクトチームを立ち上げる

とともに、多くの市民の参画をいただく中で「生活環境 「自然環境 「環境教育 「環」 」 」

境にやさしい農業」について、篠山らしい将来像をさまざまな視点から協議・検討して

います。

平成２１年度は、環境基本計画の策定により、目標とする姿を具体的に取り決め、市

民、事業者及び行政がそれぞれの役割を果たす中で、豊かな自然と文化の恵みを実感で

きる全国に誇れる「環境先進都市・篠山」を築いていきます。

２ 景観法の導入と歴史文化まちづくり構想

、 、 「 」 。篠山に来られた方は ここに来ると心がなごみ 口々に ホッとする といわれます

このまちには、人に安らぎを与える何かがあるのだと思います。河合雅雄先生の言葉を

お借りすれば「日本の原風景」が残っているからだと思います。

市街地のお城を中心とした昔ながらの城下町の佇まいや、周りの田園と山並みが、篠

山らしい空間を形成しており、それが何ともいえぬ雰囲気を醸し出し、訪れた皆さんに

「安らぎ」を与えるのではないでしょうか。この篠山という地域の良さを将来に残して

いくことが私たちの責任であり、また活性化への道であると認識しています。

、 、 、 、 、 、ふるさと篠山の風景は 建築造形物だけでなく 山々の稜線 里山 田園風景 水辺

道などが一体となって構成されており、独自の自然と長い歴史の中で培われた芸術的と

もいえる地域資源です。そして、それは観光やまちづくりの基礎となっています。

そこで、市民、事業者及び行政が協働して、この景観を保全・継承するため「篠山市

景観条例(仮称)」を制定し、景観保全のための篠山市独自の基準を定め、開発との調和

を図りながら、ふるさと篠山の景観を守るルールづくりに取り組みます。

市民のみなさんに良好な景観は、大切な財産であることを十分啓発するとともに、み
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んなでこの景観を守っていくという市民運動を広げていければと考えています。

合わせて、市内に残る城下町や宿場町、農村集落、旧街道沿いに残る街道集落、また

それら街道や集落周辺に広がる丹波篠山産の豊かな農作物を生み出す田畑や山林などの

自然景観等を 「日本の原風景 篠山－中世を起源とし近世に発展した農村都市の姿、篠、

山城下と関連文化財群－」と位置づけ、それらの一体的な保存・活用のあり方を歴史文

化基本構想及び保存活用計画として策定いたします。

これについては、文化庁の「文化財総合的把握モデル事業」の委託を受け、市民、学

識経験者並びに行政関係者１７名で構成する篠山市歴史文化基本構想等策定委員会を設

、 。置し 平成２０年１０月から平成２３年３月までの３カ年計画でこの事業を実施します

また、従来から進めております篠山伝統的建造物群保存地区保存修理事業につきまし

ては、２１年度において、指定地区内にある伝統的建造物６件の修理修景を実施し、伝

建地区の歴史的風致をさらに高め、地区の住環境整備と防災の向上を図ります。

３ 脊椎動物化石・保護活用事業

また、昨年、世界的な発見として注目を集めた篠山層群における脊椎動物化石につい

ても今後の保護・活用について検討いたします。

市内には、化石が発見される篠山層群が広がっており、新たに発見される可能性が高

いことから、その保護方策や活用方策を「篠山市脊椎動物化石保護・活用委員会」にお

いて検討し、平成２１年度中を目途に保護・活用についての計画策定に取り組みます。

【七 「元気いちばん」】

１ 農業振興

(１) 農都宣言

、 、 「 」篠山市は 豊かな農産物を育む自然環境に恵まれ 先人たちが培ってきた 丹波篠山

ブランドが多く存在し、生産者にとっても消費者にとっても大変魅力ある農業基盤があ

ります。農業は、篠山市の大切な基幹産業です。

しかし、農業の現状は、担い手不足や高齢化、イノシシ、シカ、アライグマ等による

被害の増加など農業を取り巻く情勢は大変厳しいものがあります。

そこで、篠山農業が基幹産業であることを、明確に位置づけ、さらに農業振興に取り
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組む決意と意思表示の証として「日本一の農業の都、篠山市」として、２月７日の篠山

市農業振興大会において 「農都宣言」を行いました。、

この農都宣言を具現化する取り組みとして、平成２１年度には「アグリプラン２１」

の改訂に取り組みます。

(２) 鳥獣害対策

中山間地域総合整備事業や村づくり交付金事業を活用して、合意形成の図れた地域か

ら、防護柵を設置しており、現在、篠山市の山麓のほぼ５５％の防護柵の設置が完了し

ています。しかし、防護柵設置を希望されても、対象面積(距離)が広く、世帯数が少な

い地域においては、高額な受益者負担となり、現状の制度では取り組めない状況にある

ため、新たな支援対策として、受益者負担を軽減するために、鳥獣害防護柵支援対策と

して基金を設けて、受益者負担を軽減できる仕組みを構築していきます。

また、平成２１年度は、モデル的な取り組みとして、猟友会にお願いし「囲いワナ」

を市内で３箇所設置し、その効果を検証いたします。さらに、新たな獣害被害として増

加していますアライグマ等の特定外来生物の対策として 市が経費の１／２を助成し 箱、 「

ワナ」の導入を図ります。

(３) 担い手対策

５年先、１０年先、篠山市の農業を誰が担い、守っていくのかは重要かつ緊急性を要

する課題であります。

担い手として、大規模農家、集落営農、元気な農業者と位置付け 「篠山市農業担い手、

サポートセンター」を中心に支援していきます。

認定農業者は、現在３７経営体、生産組合は１１２組織ありますが、農地のゾーニン

グを進め、その計画に沿って効率的に農地の貸し借りが進むよう支援・指導していきま

す。

(４) 土づくり

農業は、最も環境にやさしい産業とも、命を支える産業といわれていますが、近年、

農薬や化学肥料の過度の使用により「肥えた土地」から「やせた土地」に変わるといっ

た弊害も見られ、環境への負荷も懸念されます。

現在、市内の畜産農家から生み出される堆肥量は、年々減少しており、農業の基本で

ある生きた土づくりが課題となっています。そのため、平成２１年度においては、耕地

の土壌調査を実施し、市内各地の土壌状況を把握した上で、土づくりのマニュアルを策
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定するとともに、畜産農家と連携を深め、市内のどこに堆肥があるかを示した堆肥マッ

プの作成についても計画し、堆肥利用を促進する手だてを講じます。さらに、農家を対

象とした土づくりの講習会や巡回指導といった支援策についても取り組みます。

また、長年、懸案でありました堆肥センターの建設につきましては、生きた土づくり

「 」 、 。のために 篠山市土づくり推進協議会(仮称) を立ち上げ 今後の方向性を見出します

(５) 特産振興

（ ） 、 、丹波篠山黒大豆 えだまめ をはじめとした特産物は 先人のたゆまぬ努力によって

全国ブランドとして、今日、定着いたしました。

、 、 、 、しかし 地域ブランドを活用したまちづくりは 全国的に広がっており これからも

誰もが知っている「丹波篠山ブランド」のイメージをさらに高め、広げていく必要があ

ります そこで 平成２１年度からは 丹波篠山ブランド推進事業 として取り組み 独。 、 「 」 、「

自認証制度の確立 「イメージアップ戦略の展開 「新名物・新商品の開発」の３つの」、 」、

柱をたてて展開していきます。

「独自認証制度の確立」については、昨年、味まつりの出店者に交付した、適正産地

表示の店を示す「認証プレート」付与の期間や範囲を広げます。また、生産者に産物の

生産履歴の表示を促し、消費者に食の安心を広げ、特産物の保護、振興を目的として新

たに「丹波篠山ブランド認証委員会(仮称)」立ち上げ、認証制度のあり方や検査・確認

の仕組みづくりを推進します。

「イメージアップ戦略の展開」については、平成２１年度において、丹波篠山をイメ

ージできる共通のデザインやロゴなどを用いた包装紙や袋を試作し、その宣伝効果や消

費者の反応を探るといった取り組みを進めます。

「新名物・新商品の開発」については、新名産『丹波篠山に来ればこれ！』をコンセ

プトに、冬場のボタン鍋などに継ぐ新たに名物料理など、新たな商品づくりに取り組み

ます。

さらに、築城４００年祭にちなんで、兵庫県畜産共進会や、関西茶業振興大会が篠山

市で開催されることから、これら特産振興に向けた取り組みについても、引き続き積極

的に推進します。

(６) 農地の保全

、 。 、優良農地を保全し 未来に引き継いでいきます 担い手育成や集落営農の推進により

農地のスムースな貸借を支援し、耕作放棄地ができるだけ発生しない仕組みづくりに取
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り組みます。

(７) 山を守る取り組み

次に、市内面積の約７５％を占めます山林の保全についてであります。

森林には、木材を生産するだけでなく、土壌を維持して災害を防止する働きがありま

す。また、水を貯え、空気を浄化する働きもあります。さらに、この素晴らしい田園風

景の保全にも一役を担ってきました。しかしながら、篠山市においても、森林所有者の

高齢化による手入れ不足により森林の荒廃が急速に進んでおります。

そこで 「県民みどり税を活用した事業」として、緊急防災林整備事業、混交林整備事、

業、里山防災林整備事業等に取り組み、森林の再生と保全に努めます。

また、柏原農林振興事務所が進めている「丹波マツタケ復活大作戦」に取り組み、マ

ツタケの復活をめざします。

２ 企業振興と企業誘致

企業誘致と企業振興ですが、市内の企業約３０社を訪問し、特に新卒者が市外に眼を

向け、雇用の確保が難しいというお話しをよくお聞きしました。しかし、一方、市民の

皆さんからは就職できる企業がないとよく聞きます。そこで 「篠山にどのような企業が、

あるのか 「どのような技術があるのか 「どのような活躍をされているのか」を目的」、 」、

として、本年２月に市民ホールで市民のみなさま向けに企業紹介展を開催をしたところ

です。平成２１年度も引き続き、開催します。

さらに本年４月から市の広報紙に２社ずつ市内企業を紹介をしていき、地元企業の振

興と雇用の確保を図ります。

平成２１年度は、さらに市長が先頭に立って市外の企業を訪問させていただき、篠山

の良さや利便性を直接アピールし、昨年、新たに指定した農工団地等への新たな企業誘

致に向けて、積極的に取り組んでいきます。

そこで、７月には東京ビックサイトで開催されます社団法人日本経営協会主催の「企

業誘致フェア２００９」への出展を計画いたします。これにより、篠山市に関心をもっ

ていただける企業と接触を図り、今後の企業誘致の足がかりとしたいと考えています。

さらに、平成２１年度には地元企業紹介や篠山市への企業誘致の情報を掲載したホー

ムページを開設します。ホームページでは、市内企業の情報発信と市内における企業立

地情報の発信し、アンケート機能の組み込みにより篠山市に関心のある事業所からの意
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向把握などもできるよう工夫します。

また、篠山の恵まれた地域特産物資源を活かす「アグリ産業クラスター構想」が策定

。 、 、されています 丹波篠山黒大豆を活かした加工食品の製品開発など この構想に基づき

農・商・工連携による新たな事業の展開を行います。

３ 観光振興

篠山を訪れる多くの観光客は、自動車を利用しての日帰り型が中心です。このため、

滞在時間が短く、通過型の観光地という傾向になりがちですから、篠山のよさをゆっく

りと味わっていただけるような施策を進め、滞在時間をのばして、経済効果を高める取

り組みを進めていきます。

平成２０年３月に市民らが参画した「丹波ささやま研究所」によって 「観光まちづく、

りビジョン」がまとめられており、平成２１年度には、これを基にしまして、その観光

の指針となるべき「篠山市観光まちづくり戦略」を策定します。

主には、観光資源の発掘と活用、創出を進めるための丹波篠山ならではの観光プラン

や効果的に情報を発信するための観光ポータルサイトを構築いたします。さらに、平成

１９年より兵庫県がＪＲとともに打ち出しました「あいたい兵庫デスティネーションキ

ャンペーンにも引き続き取り組みます。

４ 高山市との交流

篠山市は現在、海外の２市と姉妹都市提携をしています。特に、アメリカのワラワラ

市とは姉妹都市委員会をはじめ市民同士の交流が活発に行われています。しかし、国内

において、篠山市と正式な姉妹提携をしている都市はありません。

そこで、篠山市と共通する点が多く、交流することにより「まちづくり」に大きな効

果が期待できる岐阜県高山市との提携を目標とし、これからさまざまな分野で交流を積

み重ねていきたいと思います。

高山市は、美しいまち並みをもつ全国有数の観光都市であり 「重要伝統的建造物群保、

存地区 「美しい日本の歴史的風土百選 、全国京都会議加盟の「小京都 「全国郷土」、 」 」、

料理百選」など共通点も多く、有名な「高山祭」など郷土イベントの多いところも似て

います。高山市との交流を通じて、篠山をさらに魅力あるまちとして発展させていきま

す。
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【八 「市役所いちばん」】

１ 市役所のスリム化

、 。平成２０年４月に職員が５０８名になり 部・課・係の大幅な統合再編を行いました

職員の努力と市民の理解によりようやく組織の安定が図られ、再生計画を進める上で

大きな効果を発揮しつつありますが、再生計画では、さらに組織をスリム化し、かつ効

率化することが求められています。

本年度の退職者は３３名、新年度の採用は６名で、平成２１年４月の職員数の見通し

は４８１名となります。合併時６８６名の職員であったことからすると２０５名、率に

して３０％の減少となります。限られた人員で、地域医療やまちづくり、景観形成など

当面する政策課題や福祉、環境問題など新しい行政課題に対応する部門の新設や組織機

構の見直しが必要になっています。

主なものとして以下のような改革を行います。

（１）５支所を市民窓口サービスとして再編成し、平成２２年１月からは本庁舎におい

てワンストップサービスをめざした総合窓口業務「ささっとフロア」をスタートさ

せます。

（ ） 。 、 、２ 税の滞納解消をめざします 平成２０年に新設した収納対策課を発展させ 市税

国保税の税の種類や現年、過年の別にとらわれない徴収に取り組みます。

（３）保育園の統合や福祉施設の業務委託により一部組織を再編します。

（４）公民館を２館体制にして活動の充実を図ります。

（５）プロジェクトチームの推進

２ 総合窓口

従来、サービスの種類や内容ごとに別々の課で窓口業務を行っていましたが、各種証

明・届出などの窓口を本庁の１箇所に集約し、市民の利便性に寄与する総合窓口を平成

２２年１月から「ささっとフロア(仮称)」として、本庁舎１階に開設します。

また、この総合窓口については、開庁時間の延長や休日開庁などについても検討し、

行政サービスの向上をめざします。
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３ 支所の体制

支所につきましては、現在の５支所を存続し、引き続き市民のための行政サービスを

担っていきますが、戸籍・住民票等の交付や保険医療に関する届出の受付、収納業務な

ど窓口業務に集約いたします。また、今後の利用状況や来年から予定している本庁の総

合窓口設置と合わせ、支所のあり方を検討していきます。

４ 地域サポート職員制度

市内の自治会やまちづくり協議会では、それぞれの地域課題について熱心な取り組み

をされています。そこで、自治会や地域の皆さんの活動を側面から支援する「地域サポ

ート職員制度」を平成２１年度より創設します。

全職員を市内１９地域の「地域職員会」に配属し、緊急の行政情報を的確・迅速に伝

達するとともに 「まちづくり協議会」の設立や運営の支援を行い、市民と行政による協、

働のまちづくりを推進します。

５ プロジェクトチーム

平成２０年度に実施したプロジェクトチーム方式は、環境政策や幼保一体化、総合

窓口など施策の具体化に向け大きな成果をあげています。平成２１年度は、この制度

をさらに発展させ、職員からプロジェクトチームの検討課題を募集して行うこととし

ます。

６ ふるさと一番会議

平成１９年度から実施しております「ふるさと一番会議」を６月頃に各小学校区ごと

に開催し、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

に反映する場とするとともに、政策への市民評価の機会となるよう工夫します。

７ こんにちは市長室など

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」については、本庁まで行くのは大変だという高齢者の方

からのご意見もあり、この４月から本庁と各支所で隔月で開催することとし、幅広い市

民の方とお話しできる体制に変更します。また、気軽に市政への意見をいただくための

「市民なんでもご意見箱」や市役所来庁者の案内役として本庁舎１階ロビーで職員が交

「 」 、 、替で応対する 市役所窓口案内 などにより 市民と市役所の距離をできるだけ短くし

信頼できる身近な市役所づくりに取り組みます。
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【九】新年度予算について

最後に、新年度予算についてご説明いたします。

平成２１年度当初予算は、策定しました篠山再生計画を着実に実行し、まさに数値と

して示す予算であります。

、 、 、先に申し上げましたように 全ての会計におきまして 再生計画の取組項目を実行し

平成１９年度と比較して１２億を超える削減を行った結果、一般会計の総額は、２３１

億７，０００万円となっています。

対前年度と比較いたしますと、１４億４，３００万円の増、率にしてプラス６．６％

の増額になりますが、これは、市債の繰り上げ償還６億４，９００万円並びに兵庫医科

大学篠山病院の建設補助１９億１，３７５万円、合わせて２５億６，２７５万円の特別

な増加要因があり、これを差し引きますと対前年比１１億１，９７５万円の減となり、

実質５．２％のマイナスという、再生計画を反映し大幅に切り詰めた当初予算になって

います。

まず、歳入におきましては、市税が固定資産税の評価替え及び景気悪化による減収と

なることなどから、対前年比１億８，４１４万円の減となり、率にして３．３％のマイ

ナスを見込んでいます。この減に対しましては、地方交付税が、雇用創出や地方の元気

回復の財政措置が講じられたことにより、対前年比３億８００万円の増、率にして３．

４％のプラスとなる見込みであり、加えて、再生計画による削減により補てんを行って

おります。

次に、歳出の削減では、先にも申し上げましたが、再生計画行財政改革編によります

平成２１年度の取組により平成２０年度の当初予算比較で、６億６，０００万円以上の

削減を達成しました。特に人件費では全会計で勧奨退職や給与カットにより４億６，５

９５万円の削減と、議員各位におかれましても１，７２４万円の報酬カットをいただき

ました。

また、公の施設の見直しは、西紀運動公園、市民センター図書コーナー、さぎそうホ

ールの３施設で２，１５５万円の減額、事務事業の見直しでは、市バス運行業務の見直

しなど２９項目にわたる削減により、７，８５３万円の減額、補助金・負担金について

も全ての補助金について、申請をいただき審査査定を行うことで１０％の削減を基本と

して５，３１３万円の減額を達成しました。更に自主財源の確保として、各証明手数料
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の改定など３項目の実施で２，６０６万円の財源を確保しました。このような再生計画

に係る項目に加え、更に光熱水費など各施設の維持管理費の２０％削減を目標に掲げ、

１，５００万円の削減を新たに実現して一層のスリム化を図っており、引き続き２２年

度に向けても取組んでいきます。特に、財政調整基金の取崩を今年度も行いますが、取

崩額は、市債の繰上償還に充てる５億８，４００万円に止めており、これまで続いてき

ました歳入歳出の収支不足に財政調整基金を取り崩すことはなくなりました。

次に、再生計画まちづくり編に掲げております主な事業は、丹波篠山築城４００年記

， 、 、 ，念事業が２ ４８６万円 まちづくり協議会への支援事業が 一括交付金も合わせて２

５０４万円、兵庫医科大学篠山病院への支援と救急医療の確保に合併特例債や基金を活

用して２０億９，３７５万円を確保しました。また、地上デジタル放送の受信対策事業

として２，７２１万円、妊婦健診の助成拡充で２，１００万円、新たに幼保一体化とし

ての預かり保育の実施に１，３９４万円、緊急を要する学校の耐震化に２億５，９００

万円と平成２０年度の２倍の予算を確保しています。また、アグリプラン２１や担い手

対策として１，９２７万円、市内企業の紹介に９５万円、総合窓口の開設準備に６４７

万円などを計上しており、このように篠山再生計画を強く反映した当初予算となってい

ます。

次に、特別会計につきましては、今年度から診療所特別会計を廃止し、国民健康保険

特別会計・直営診療所勘定に統合したため、特別会計は９会計となっています。特別会

計の合計は、１２０億９６４万円となり、対前年比１億７，８６５万円の減、率にして

１．５％のマイナスとなっています。

、 ， 、 ， 、２つの企業会計は 合計２８億３ ９５３万円となり 対前年比８ ５３１万円の減

率にして２．９％のマイナスとなっています。

以上、合わせました平成２１年度篠山市当初予算の総額は、３８０億１，９１７万円

となり、一般会計の特別な要因による増が影響して、対前年比１１億７，９０４万円の

増、率にして３．２％のプラスとなっていますが、合併後では、平成２０年度についで

少ない額となっています。

次に、主な財政指標については、経常収支比率が９６．９％と平成２０年度当初予算

の９９．４％と比較すると２．５％改善しております。これは人件費が給与カットなど

により２億８，６４５万円、率にして７．３％と大きく減額となったことで、義務的経

費全体が対前年度と比較して４億１，６９６万円の減、率にして３．６％の減となり、
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歳出に占める義務的経費の割合は、５０％を切る４８．４％となったことによるもので

す。

また、実質公債費比率は２２．８％と平成２０年度当初予算の２２．１％と比較する

と０．７％悪化しております。これは、一般会計、下水道会計の公債費が依然として高

い水準にあることに加え、水道会計への高料金対策分の繰出しが増加しているためで、

平成２２年度からは、普通交付税の合併による特例の措置分約１５億円が段階的に縮減

されていくことから、更に悪化することは確実です。特に平成２３年度の実質公債費比

率が、財政健全化団体の基準２５％ギリギリまで上昇することが見込まれるため、可能

な限り先手を打ち２年先の公債費を抑制するために、６億４，９００万円もの市債の繰

上償還を行うとともに、今後も一層の財政の健全化に向けた努力を続けます。

以上が、平成２１年度の当初予算の概要であります。

尚、当初予算の詳しい内容につきましては 「予算書」及び「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。

【十】むすびに

市民の皆さまにお願いです。篠山再生が成し遂げらるか、また、美しい魅力ある篠山

がつくれるか、若い人が定着できるか市民のみなさんお一人お一人の取り組みが大きい

ものです。Ｄｏ ｙｏｕ ＫＹＯＴＯ？という言葉があります。これはドイツのメルケ

ル首相が使われた言葉で 「京都議定書に沿って環境に良いことをしていますか 」とい、 。

う意味で使われるそうです。これを篠山市に置き換えるとＤｏ ｙｏｕ ＳＡＳＡＹＡ

ＭＡ？という言葉となります。つまり、篠山の再生に向け、新しいまちづくりに向け、

あなたは自分なりの取り組みをしていますかということになります。元来、篠山市民は

この様な活動が不得手と言われていましたが、今、多くの篠山市民が篠山再生に向け、

ボランティア活動で、また、それぞれの地域において活躍されています。

市民センターの図書コーナーの運営についてもボランティアを募集したところ、２月

末現在、９４名の方に応募いただいておりますし、兵庫医大篠山病院の産婦人科に感謝

をする母親の会もできたと聞きます。この様に市民挙げて、心一つにして新しいまちづ

くりに取り組んでいきます。
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以上、私の所信と主な施策、当初予算についてご説明申し上げました。

私の公約のいちばんは、「篠山の再生、必ずやります」ということです。

議会の皆様、市民の皆様とともに、必ず財政再建を成し遂げ、自然・文化・歴

史に彩られた、温かく美しい「日本一のふるさと丹波篠山」を築いていくことを改め

てお誓い申し上げ、平成２１年度の市政執行方針といたします。


