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令和２年度 施政方針 

１ 日本の宝石 Waku
ワ ク

Waku
ワ ク

都市
シティ

 丹波篠山 

令和の時代の幕開けとともに、「丹波篠山市」が誕生しました。これまで先人から受け

継ぎ大切に守ってきた、おいしい本物の食の聖地、歴史あるまちなみや農村の原風景、

自然や伝統文化など古き良きものが息づくまち、それが「丹波篠山」です。 

その魅力を発信する新しいキャッチフレーズができました。「日本の宝石 WakuWaku
ワ ク ワ ク

都市
シ テ ィ

 丹波篠山」です。 

農業、美しいまちなみと農村景観、文化、いのちかがやく自然環境などが、ますます

輝くよう、そして、市民も観光に来られる方も、みんな心ワクワク元気なまちを目指し

ます。 

令和２年度は、全国に世界に丹波篠山市の真価を発揮する年です。重要伝統的建造物

群保存地区協議会（重要な歴史的まちなみ）の全国大会や、東京２０２０オリンピック

聖火リレーのイベント、オリンピック選手との交流事業もあります。また、大河ドラマ

で明智光秀が主人公となり、八上城がとり上げられる期待もあります。 

大いに丹波篠山市を盛り上げましょう。 

 

２ 篠山再生計画の達成に向けて 

平成２０年に策定した篠山再生計画の着実な実行により、収支見通しでは令和元年度

決算において収支のバランスが取れる見込みとなりました。 

一般会計の市債残高も令和元年度末で２００億円となる見込みで、ピーク時の平成１

５年度末から３６２億円、６４．７％減少し、企業会計の残高とともに今後も減少して

いく予定です。また、実質公債費比率も令和元年度決算では１７．６％を見込んでおり、

市債発行の県知事許可基準である１８％を下回る見込みとなっています。 

しかし、医療費などの社会保障費は増加傾向にあり、企業会計への繰出金も高額であ

るほか、平成２９年に策定した篠山市公共施設等総合管理計画では、今後４０年間の公

共施設の維持管理費用の累計を１，４００億円と試算しており、財政の健全化の指標で

ある実質公債費比率や将来負担比率は毎年度改善しているものの県下では下位にある

ことから、今後も引き続き財政健全化に取り組まなければなりません。 
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篠山再生計画推進委員会からは「厳しい財政状況の中、地域性を活かしたまちづくり

を推進しつつ財政健全化に取り組んだことにより実質公債費比率や将来負担比率が改

善されていることを高く評価するが、継続して財政健全化に取り組むことを求める。」

「公共施設等の老朽化や新しいまちづくりの財源確保として、事務事業の見直しを行い、

経常的な経費の削減に引き続き取り組んでいただきたい。」との意見をいただきました。 

最新の財政収支見通しにおいては、令和元年度決算で、一旦収支バランスが取れた後、

令和３，４年度には収支バランスが崩れる見込みとなっているため、篠山再生計画を達

成したと言えるかどうか引き続き検討するとともに、その後の新たな財政の健全化計画

の策定に向けて、準備を進めていきます。 

令和２年度においても計画に掲げる１４０項目に取り組み、篠山再生計画前の平成１

９年度と比較して、年額で９億５，２０６万円の効果額を見込んでいますが、引き続き、

各種事務事業について点検・評価を行い、篠山再生の達成を確実なものにしたいと考え

ています。また、公共施設等総合管理計画の見直しと整合を行い、公共施設の維持・更

新費用の適正化と平準化を図るとともに財政の健全化を両立できる計画の検討を進め

ます。 

歳入の根幹をなす市税については法制度に則した公平な負担と適正な課税に努め、固

定資産税では、令和３年度に向けて評価替業務を完了させます。 

 未収金対策として、納税推進センター、職員一斉徴収等の納付催告、差押や不動産公

売等の滞納整理により未収金は件数、金額とも縮減につながっており、これらの取り組

みを継続します。 

 また、納期内納付の推進を図るため、ペイジー口座振替受付サービスを活用し口座振

替利用率の拡大を進めるとともに、現行のコンビニ収納に加えてキャシュレスで市税を

納付できるようスマホ決済サービスを導入し、スマートフォンアプリにより時間、場所

を問わず納付手続きが完了できるようにします。このことにより、市税、国民健康保険

税、上下水道料金の納付方法を拡充し市民の利便向上を図ります。 

 税外債権についても、引き続き庁内で債権管理に関して定期的に取組方法、意見交換

を実施、法務専門員からの法律的なアドバイスを加え、債権管理を徹底していくよう取

り組みます。 

 

３ 市民が主役の丹波篠山市、開かれた市役所づくり 

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  
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 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 

来庁される市民の皆さんに職員からあいさつすることで明るい雰囲気となり、市 

民に親しまれる市役所づくりにつながります。各部署の朝礼でのあいさつ唱和など 

を行っていますが、来庁される方から、「あいさつがきちんとできていない」とのご 

指摘を受けることもあり、十分な取り組みとなっていません。 

市民の皆さんが気持ちよく用事を済ませて帰っていただけるよう、元気なあいさ 

つ・丁寧な接遇に努めます。市民ホールの案内係や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。 

（２）ふるさと一番会議 

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きました。令和元年度は、「お

でかけ市長室」と一体的に取り組み、自治会や地域団体、子育て世代など、開催を希

望される地域、団体に出向き開催しました。 

  令和２年度については、改めて広く市民の意見を求める機会を提供するため、「ふ 

るさと一番会議」を市内１９地区２０カ所で開催し、より多くの皆さんの参加が得 

られるよう働きかけます。 

（３）お出かけ市長室、こんにちは市長室 

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（偶数月）と各支所等（奇数月）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時までの時間

を設定します。   

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。 

（４）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、令和元年度は１５校で実施しました。 

   令和２年度においても、引き続きふるさと丹波篠山を大切にし、将来の丹波篠山 

市を担う子どもたちを育てるため、市内各学校で実施します。 

（５）職員プロジェクト 

これまで「丹波篠山の川づくり・水路づくり指針」「農地取得下限面積の緩和」
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など、施策につながる成果を上げてきた職員プロジェクトについて、令和２年度は

新たな課題があった場合には、検討の上プロジェクトを立ち上げます。 

（６）丹波篠山市民プラザの充実、市民活動の支援 

丹波篠山市民プラザは、さまざまな団体やグループの活動拠点で、市民活動団体

やグループ活動の中間支援を目的とし、平成２２年７月に開設して以来、毎年約３，

０００件の利用があります。令和元年１２月末現在、月平均約１５０人が利用され、

登録団体も１３９団体となっています。  

具体的な活動としては、法人設立支援として、立ち上げに伴う申請から設立まで

の助言、設立後の経営上の課題や悩みを地域の支援機関と連携してサポートしてい

ます。また、市民活動団体のネットワーク化など各種団体や個人との仲介や、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ます。 

そして、自治会やまちづくり協議会などの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の開催や、市民プラザ交流

ひろば等の団体の交流の場を設けています。令和元年度については、市民センター

まつりは１０周年を迎え、実行委員会により２日間にわたり盛大に開催され、参加

者は、９７団体、１中学校及び３高等学校９８４名と一般来場者約２，０００名と

なりました。 

また、市民プラザ交流ひろばの参加者は、２４団体３２名で、引き続きこのよう

な交流の機会を充実させます。 

このような市民団体を支援するため、市民活動助成金を平成３０年度に創設し、

平成３０年度は１５団体に１２１万３，０００円、令和元年度は２６団体に２０１

万３，０００円を活用いただきました。具体的には、設立初期の団体を助成するス

タートアップコース、事業展開、継続を助成するステップアップコース、また、単

発のイベントコースなど助成金の上限は５万円から１０万円と活用しやすい制度

としています。また、地縁型組織とテーマ型組織が連携した場合は、助成率を加算

するなど連携の強化を推進していきます。 

令和２年度は、ステップアップコースで既に助成した２０団体の継続を含め、計 

４０団体への助成を予定しています。 

加えて、丹波篠山市民プラザ内に、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たんばささやま」を開設しており、

引き続き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。 
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（７）公正な職務執行、入札監視委員会 

市が公正に職務を執行するため、平成２３年４月に施行した丹波篠山市公正な職

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

を組織しています。年２回の定例の公正職務審査会では、すべての要望等の件数及

びその傾向、対応策などについて、審査委員から意見をいただいています。近年、

問題となるような事案は発生していませんが、引き続き、職員の「報告・連絡・相

談」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

正な事務執行に当たります。 

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及び市外事業者が対象の物件の購入について、令和２

年度も電子入札により執行し、公正性の確保に努めます。 

また、令和元年度の丹波篠山市入札監視委員会において、公共工事の入札及び契

約の結果を審査いただき、適正に執行されているとの評価を受けています。今後も

入札制度の透明性、公正性の確保に努めてまいります。 

   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、

市場価格を反映させ、公共工事の質の低下を招くことなく適正な契約の履行を図る

ため運用します。 

（８）公契約条例 

労働者の適正な労働環境を確保し生活の安定を図ることで、地域経済の持続的な

発展及び市民福祉の増進に寄与することを目的として公契約条例を制定し、令和元

年度は建設工事１１件の労働関係法令遵守状況の確認を行ないました。 

   令和２年度についても、公契約条例の周知を行い、基本方針に掲げている市内事

業者の受注機会の増大、公契約に係る業務に従事する労働者の雇用の安定、適正な

労働環境の確保、適正な履行及び公契約の質の確保に取り組みます。 

（９）市長室の一般開放 

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、平成 

  ３１年３月末から４月にかけて、１，２７８人の市民や観光客の方々にお越しいた

だきました。眺望も良く、春の丹波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、今後も市民や観光客の皆さんに市長室を開放し

ます。 
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（10）広報広聴、出前講座 

丹波篠山市からの情報は、広報紙や新聞発表、ホームページなど幅広い媒体を活  

  用し、お伝えしており、朗読ボランティアの皆さんの協力を得て、声の広報もお届 

けしています。 

令和元年度には、市公式ホームページをリニューアルし、必要な情報を見つけや  

すく、スマートフォンでも見やすくなるよう、トップページのデザインや配置を見  

直し、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、丹波篠山動画デ  

ータベースでは、市民活動の様子や市内のできごとなどを、映像を通して発信して  

います。 

令和２年度においても、リニューアルした市公式ホームページ、新聞やテレビな 

  どのメディア、普及が進むスマートフォン、タブレット端末などへ向けた情報発信 

も有効に活用しながら、さらなる丹波篠山の魅力発信に取り組みます。 

（11）議場防災対策の実施【新規】 

庁舎が被災するケースが想定される今日、議場における本会議中の発災に備え、 

議員、執行部、傍聴市民、報道機関等の身の安全を図るため、議場内にヘルメット

を常設します。 

 

４ 定住促進「ふるさとに住もう帰ろう」 

令和２年度においても、引き続き、市民あげて「ふるさと丹波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  

丹波篠山市内で、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、市内外から

子育て世帯の移住・定住に向けて、引き続き住宅の新築・改修・購入の助成や就学

前の子どもを育てる保護者への助成を実施します。 

特に、国の幼児教育・保育の無償化がスタートしたことに伴い、丹波篠山市独自

の新たな支援策として、子育て世代の皆さんからの「市街地等まで遠くてたいへん」

などの声をもとに、年額３万円の子育て応援補助金の対象を従来の未就学児のみか

ら小学生の１年生、４年生、中学生と高校生の全学年まで拡大し、誕生から高校卒

業まで一貫してサポートします。また、無償化の対象外となる０～２歳児を育てる

保護者への保育料の助成は継続して実施します。 
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平成２７年度から設けた市内全域を対象とする若者・子育て世帯への住宅の新築

・改修の助成について、令和元年度は、１月末時点で３世代同居住宅助成が１３件、

市内工務店等利用が１７件あり、それぞれ所期の目的に沿って進んでいます。市民

へのさらなる周知に努めながら、令和２年度も継続します。 

（２）わが家・わが村のふるさと丹波篠山に住もう帰ろう運動と空き家等の活用、空き     

家バンクの登録推進  

定住促進「ふるさと丹波篠山に住もう帰ろう運動」を、より身近できめ細やかに

家庭や自治会などで実践いただく「わが家・わが村のふるさと丹波篠山に住もう帰

ろう運動」に取り組んでいます。運動開始の平成２９年度からこれまでに、１３３

自治会の住民学習会で地域の定住促進をテーマに取り上げ、推進事業補助金を活用

して独自に定住促進に取り組んでいただいた自治会もありました。地区単位に設置

していた定住アドバイザーを平成３０年度からは自治会ごとの定住促進推進員と

し、さらにきめ細かく地域に密着して、空き家の発掘や移住希望者への地域紹介等

を約２２０名の推進員に担っていただいています。 

また、推進員が活動しやすいよう、空き家バンクの謝礼金制度を拡充し、成約時

の所有者への謝礼金（１０万円）、仲介事業者への謝礼金（２万円）に加え、自治

会等からの紹介で空き家バンクの登録に至った場合の謝礼金（３万円）、受け入れ

自治会等への謝礼金（１万円）を平成３０年度に新設し、これまで推進員の紹介で

３件が登録し、２件が成約しました。推進員の報告によると市全体では、令和元年

１年間で６７世帯１６３人の移住がありました。 

これら推進員の活動をさらに充実させるため、各地区の状況を聴取・把握して、

地区ごとの課題解決につながるよう推進員の地区リーダーを配置します。 

平成２９年度にスタートさせた「農地付き空き家制度」は好評で、これまでに１

０件の登録があり、このうち７件が成約に至りました。先行自治体を上回るペース

で成果が上がっており、引き続き登録周知とマッチングに努めます。 

丹波篠山暮らし案内所の運営、自治会への空き家バンク登録・成約謝礼金制度を

継続し、定住促進推進員と連携した空き家の発掘、移住者の受け入れを一層推進し

ます。 

これまでに寄付を受けた空き家については、令和元年に魚屋町の物件でおもちゃ

ミュージアム兼洋食レストランがオープンし、改修が不要な物件については移住希

望者に提供するため空き家バンクに登録しています。また、市野々の物件について

は、改修作業を進めており、改修工程を公開しながら当該物件の活用希望者を募っ
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ていくとともに、古民家の活用について啓発を図っていきます。 

（３）市営住宅の子育て優先枠 

定住促進重点地区に位置する市営住宅の日置団地、福住団地、福住本陣団地、か

すが団地については、入居者募集において募集枠の２分の１以上を子育て優先枠に

設定しています。令和元年は、福住本陣団地２戸とかすが団地１戸に応募がありま

した。令和２年度も引き続き子育て優先枠を設けて、定住促進地区への若者の定住

並びに子育て世帯の生活を応援します。 

   特に、西紀北地区の特定公共賃貸住宅のしゃくなげ団地、かすが団地、こしお団

地については、以前は空き室が増える傾向にありましたが、募集枠の全ての子育て

優先枠設定や中学校就学前までの子どもがある世帯の家賃減額の実施などにより、

現在は市内外から入居され西紀北地区の若者世帯の定住に大きく繋がっています。

今後、募集においては西紀北地区の自然豊かな環境をＰＲして子育て世帯の居住促

進を図ります。 

（４）通勤・通学しやすい環境づくり  

ＪＲの特急利用助成は、平成２４年度にスタートし、利用しやすいよう制度を随

時見直しながら、現在は、篠山口・相野駅と大阪・新大阪駅間の回数特急券（福知

山駅間は特急券）の購入について、６カ月あたり９，０００円を上限に助成し、通

勤・通学支援として定着しています。切符の電子化や大阪方面への電車通勤者の減

少等から、制度利用者は減少傾向ではありますが、大学生等の通学支援の一端も担

っており、年間約２００人の方に利用いただいています。助成制度の周知・広報に

努め、継続して実施します。 

（５）ハートピア北条団地 

未販売区画（５区画）について市広報やホームページ、丹波篠山暮らし案内所と

連携した情報提供、神戸三宮ミントビジョン放映などをはじめ、市内外の子育て施

設や商業施設へのパンフレット配布などのＰＲ活動を通じて販売促進を図ります。

あわせて、丹波篠山の家モデルハウスの建築地としても検討を進め、多紀地区の定

住促進につなげます。 

（６）結婚相談室「輪～りんぐ～」の充実 

丹波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、令和２

年１月末現在の会員登録者数は２０４人で、開設以来の成婚組数は、累計で４４組

となっています。週４日（火・木・土・日曜日）の開設日のうち、火・木曜日は午

後６時３０分まで開所し、相談員３人体制で利用しやすい相談室づくりを進めてい
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ます。 

丹波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、丹波篠山暮らし案内所と

連携を図りながら、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。 

 

５ 子育て・教育いちばんの丹波篠山市 

丹波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。妊娠から出産、育児まで、子育て世代に対する相談支援の充実、特  

に産前産後の子育て支援の充実により、「子育て・教育するなら丹波篠山市がいちば  

んよい」と言っていただけるよう取り組みます。 

（１）中学３年生までの医療費助成 

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

のもと医療費の無償化を実施、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、子育て世代の経済的負担を軽減しています。子育て世代が安心して医療が受

けられるよう、医療費の助成を継続して実施します。 

（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、この結果、小、中学校への学級閉鎖率を下げ

ています。引き続き、小児のインフルエンザ予防と経済的負担の軽減を図るため費

用助成を行います。具体的な助成については、１２歳までは１回目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。令和元年度の予防接種率は５５．８％（平成３０年度５２．３％）であり、今

後も学校を通じての案内パンフレットや広報紙などでの啓発に努めます。 

令和元年度から、男性の風疹抗体検査と風疹予防接種を実施しています。対象は、

今まで一度も風疹の予防接種をする機会がなく免疫（抗体価）が低い年代の、昭和

３７年４月２日から昭和５４年４月１日生まれの男性で、風疹の抗体検査を行い、

免疫（抗体価）の低い方を対象に予防接種を行います。予防接種により風疹の発症

を抑え、妊婦への感染を防止することで産まれてくる赤ちゃんを風疹による先天性

風疹症候群から防ぎます。未接種者へは、接種勧奨ハガキ等により、接種率の向上
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を目指します。 

（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、子育て世代への切れ目ない相談支援の充実、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て、平成２８年

７月に「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年度には、「産後ママのサポート事業」として「宿

泊型」「日帰り型」「訪問型」の三種類の産後ケア事業を開始し、平成３０年度は、

「産後の健康診査費補助事業」「新生児聴覚検査費補助事業」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してきました。 

令和元年度は、好評を得ている「産後ママのサポート事業」のうち、丹南健康福

祉センターで行っている「日帰り型ケア」を月に１回から２回に増やし、産後のお

母さんのサポートを強化し、８７人の方にご利用いただきました。 

近年、分娩医療機関では、産後うつ予防のために、通常産後１カ月で行っている

「産後健診」に産後２週間健診を加え、産後に２回の健診を行う医療機関が増えて

きました。市では、このような状況を勘案し、平成３０年度から行っている「産後

健康診査費補助事業」を産後２週間健診も含め補助し、産後うつ予防に努めます。 

お母さんが歌う子守歌は子どもの心を安定させ、親子の愛着関係を築きますが、

近年、スマホやメディアから出る一方的な音に頼りがちな子育てが増えています。

「未来ある子どもたちが安心して成長できる社会」を応援する「ららばい（子守歌）

プロジェクト」と「子育て世代包括支援センターふたば」との協働により、ファミ

リーコンサートを開催し、お母さん、お父さん、子どもを取り巻くすべての人が、

歌うことを通して子どもの豊かな心を育むことを啓発・推進します。 

神戸大学地域連携事業として、平成２９年９月から月１回、腰痛予防教室の「さ

さやま美腰プロジェクト」を行い、好評を得ています。令和２年度も引き続き、毎

月１回開催し、母親の身体的、精神的なサポートを行い、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。 

関係機関が連携して、よりよい子育て環境づくりを行えるよう、健康課、中央公

民館、図書館、味間認定こども園、子育てふれあいセンターが月一回、調整会議を

行い子育て支援方法や、有効な館の利用、駐車場の確保について協議を重ねていま

す。この話し合いにより、よりよい子育て支援につなげます。 
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（４）出産祝い金、不妊治療助成〔（新規）一般不妊治療、特定不妊治療、不育症治療）〕 

少子対策の一環として、子育てしやすいまちづくりを目指し、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３０年度は６３件、

令和元年度は５５件（令和元年１２月末時点）となっており、令和２年度も引き続

き、第３子以降の出産祝い金を交付します。 

特定不妊治療に要する費用の一部を助成（１回１０万円上限）していますが、平

成３０年度から、２回以上の流産や死産などを経験され「不育症」と診断された方

の治療費助成（１回上限２０万円）を実施しています。それに加えて、令和２年度

から、一般不妊治療費助成事業（夫婦合計５万円を上限）を実施します。丹波篠山

市で出生した赤ちゃんの１０～１６％が一般不妊治療によって妊娠されているこ

とから、一般不妊治療費助成をすることで、夫婦の経済的負担の軽減をはかり、安

心して子どもを産み、育てることのできる環境整備を充実させます。 

（５）子育てアプリ「ささっ子すくすくアプリ」の提供 

   子育てアプリ「ささっ子すくすくアプリ」を活用し、子育てに役立つ各種サービ

スを提供し、子育て家庭向けのイベント情報及び子育て支援情報を発信しており、

令和元年１２月末時点におけるアプリ利用者数は５４１人となっています。 

 今後も機能の改良や子育て関連情報の充実に努めながら、令和２年度も引き続き

妊娠期から子育て期での支援を行います。 

（６）児童遊園遊具設置事業補助金による支援 

自治会内の児童遊園遊具は、設置から年数が経過し、老朽化が進むと、更新に多

額の費用を要するため、自治会にとっては大きな負担となっていました。 

このため、平成３０年度に、児童遊園遊具設置事業補助金を創設し、平成３０年

度は３件、令和元年度は４件の活用をいただきました。児童遊園遊具の新設や修繕

に対して経費の一部を継続して支援し、安全で安心な遊び場づくりにより、子育て

いちばんの丹波篠山市づくりを一層進めます。 

（７）子育てふれあいセンター、おとわの森子育てママフィールド「プティプリ」 

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は、

Ｂ＆Ｇ体育館と丹南商工会館において開設しています。 

 プレイルームのより一層の充実を図るため、平成３０年４月から利用時間を１６

時まで延長するとともに、たんなん子育てふれあいセンターでは、月曜日から土曜

日まで開所しています。令和元年１２月末時点の延べ利用者数はささやま子育てふ

れあいセンター４，２８８人、たんなん子育てふれあいセンター９，７２３人であ
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り、いずれも多くの子育て家庭に利用していただいています。 

 令和２年度も引き続き、各種子育て講座や相談事業などを通して子育て家庭の交

流や安心な子育てのための環境整備を進めるとともに、父親の育児参加を促すため

に父親を対象とした事業の充実を図ります。 

 おとわの森子育てママフィールド「プティプリ」では、子育て家庭の交流の場を

提供するとともに、育児不安等についての相談、子育てや子育て支援に関する講座

及び子育て世代の母親や親子が楽しめる各種イベントを実施しています。令和元年

度１２月末時点において、施設利用及びイベント参加をされた子育て家庭の延べ組

数は１，４３６組となりました。 

 令和２年度も引き続き、地域との連携を図りながら、子育て家庭の交流の場を提

供するとともに各種講座やイベントを実施します。 

（８）篠山・たまみず・岡野幼稚園区における預かり保育の整備【新規】 

篠山・たまみず・岡野幼稚園区においては、地区ごとに幼稚園があり、さらに私

立ささやまこども園、私立富山こども園があります。 

幼稚園の子どもが減り、預かり保育を望む声と、一方では幼稚園を廃し、こども

園に集約すべきとの声もありました。 

そこで、検討会を設置し、協議を重ねましたが、多くの友だちの中での教育とと

もに、幼稚園教育・公立の教育を求める声が保護者や地域の方の大勢を占めました。 

そして、 

①現状での望まれるあり方として、各幼稚園を存続し、篠山幼稚園の遊戯室で預 

かり保育をする。 

②私立こども園について、市は、連携や支援を行っていく。 

③そして、将来的に私立こども園と幼稚園の教育がそれぞれ評価されるに至った 

ときは、私立こども園２園への集約を検討する。との意見をまとめました。 

令和２年度に施設の整備や送迎用のバスの購入など受け入れ態勢を整え、令和３

年４月１日の開設に向け整備を進めます。 

（９）病児保育室「にこにこ」 

風邪やインフルエンザなどの病気や、病気回復時の生後６カ月から小学６年生ま

での子どもたちを、保護者の勤務等の都合により、家庭で保育を行うことが困難な

場合に一時的にお預かりする病児保育室を、医療法人社団小嶋医院に委託して実施

しています。平成２９年３月から開設しており、年々利用者も増え、令和元年度で

は延べ３５７人（令和２年１月末現在）の利用となっています。保護者からは、開
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設時間の延長を望まれる声もあり、検討します。今後も、スムーズな利用のための

事前登録を推進し、保護者の子育てと就労の両立支援を図ります。 

（10）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、妊婦健康診査費補助事業を実施していますが、令

和２年度は、助成金を従来の１人につき１０万１，０００円から１２万円に引き上

げます。  

また、多胎（双子など）の妊娠の方には引き続き、助成額を４万４，０００円追

加で交付します。 

助成額を引き上げた理由は、ささやま医療センターの分娩休止を受け、（健診費

用の高額な）阪神間等、市外医療機関での妊婦健診が多くなることから、神戸市の

費用助成額を基準としました。 

歯科保健では、妊婦とその夫への歯科健診を引き続き実施し、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。 

（11）赤ちゃんの駅設置事業 

   平成３０年度からの新たな取り組みとして、乳幼児を育てる保護者等が、外出の

際に授乳やおむつ替えを気軽に行う事ができるよう、中央図書館や兵庫医科大学さ

さやま医療センターをはじめとする市内２８カ所（令和元年１２月末時点：公共施

設２１カ所、民間施設７カ所）の施設や店舗を「赤ちゃんの駅」として登録してい

ます。登録した施設・店舗等は、ホームページや子育てアプリを活用して広く周知

し、乳幼児を育てる保護者等が安心して外出できる環境を整備します。 

また、「赤ちゃんの駅」設置を推進するため、おむつ替えや授乳ができる設備等

を設置又は充実する民間事業者に対して、補助金（上限１０万円）を交付し、これ

までに３カ所で活用いただきました。現在、商工会を通じて登録を呼びかけており、

令和２年度も引き続き、赤ちゃんの駅の登録を推進します。 

（12）いじめ対策、要保護児童 

丹波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」を設置しています。いじめを早期発見して防止し、いじめが発生した場

合、すみやかに対処します。 

また、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
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向け取り組みます。 

（13）中学校部活動支援事業 

地域の指導者等の協力を得て、部活動での適切な指導方法等（安全に配慮した指

導、専門的な知識・技能及び経験を活かした指導）の推進を図るとともに、開かれ

た部活動、楽しく安全な部活動を推進します。令和元年度は、陸上やソフトボール、

剣道、バレーボール、吹奏楽などの部活動において、地域の指導者１５人の方々に

協力いただきました。 

令和２年度からは、引率業務を行うことができる「部活動指導員」を新たに市の

職員として雇用し、中学校における部活動指導体制の充実と、部活動を担当する教

員の負担軽減を図ります。 

（14）高等学校の通学支援  

市内高校まで距離が長い、峠を越えないといけない、定期代が高いなどの通学を

強いられる場合に支援をします。公共交通を利用しない遠距離通学者へは最大１０

万円を、峠越えを伴う後川・西紀北・今田地区では一律１０万円を、バスや電車代

は自己負担が月額１万５，０００円以内となるようそれぞれ助成を継続し、市内高

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。 

（15）学校給食の充実と食育の推進 

   全国学校給食甲子園での優勝は、農都・丹波篠山を全国にアピールすることがで

き、学校給食関係者はもとより市民にも大きな誇りになりました。 

そこで、優勝メニューの調理方法を市ホームページなどで分かりやすく掲載し、

料理検索サイトにも情報提供します。 

   また、学校給食センター運営委員会の委員として、新たに食や農業に関わる方を

公募し、日本一の給食献立を維持するよう努めます。 

   これを機に、庁内で連携し、日本一となった学校給食とともに、広くその食材を

活かす方法を検討します。 

学校給食の主食となる米飯や米粉パンの米粉には、丹波篠山産コシヒカリを１０

０％使用し、毎食、丹波篠山産米を使って実施しています。また、地元野菜の使用

率の目標を設定し、できるだけ多くの地元野菜が使用できるように、献立の工夫や

地元野菜生産団体と連携し、拡充します。 

旬の野菜や、丹波篠山茶、丹波篠山黒豆、丹波大納言小豆、山の芋、丹波篠山牛、

猪肉など、丹波篠山の特産品を食材に使用するとともに、昔から伝わる四季折々の

伝統食も取り入れます。それにより、子どもたちの、地元農業や食べ物への関心を
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高め、食材への慈しみや生産者への感謝の気持ち、また、丹波篠山の四季や郷土の

良さを感じ、ふるさとを愛し誇りに思う心を育みます。 

「生きた教材」である学校給食を活用して、子どもたちが食に関する正しい知識と

望ましい食習慣を身につけるため、学校・家庭・地域との連携を図りながら食育推

進に継続的に取り組みます。 

そして、安全・安心でおいしい学校給食を子どもたちに安定的に提供するため、

衛生的で良好な状態の学校給食センターを維持していくなかで、東部・西部の両学

校給食センターにおいて、次亜塩素酸ナトリウムよりも更に安全性が高く、子ども

たちや調理員の体にもやさしい微酸性電解水を生成できる装置を導入し、食材等の

殺菌消毒に使用することにより、衛生管理に努めます。 

（16）ふるさとを担う教育 

ふるさと丹波篠山を愛し、誇りに思う心を育てるため、学校・保護者・地域住民 

が一体となって、ふるさとを担う教育を展開します。 

「市長の学校訪問」をはじめ、子どもたちが、地域の自然や文化、人物など、さ  

まざまな資源にふれる学習を通して、そこに関わる人々の生き方を学び、丹波篠山  

の将来を担う意識を育みます。 

また、地域の人に出会ったら自分からあいさつをすることや、ボランティア（地

域貢献）活動に積極的に参加することを通して、地域とともに生きる喜びを感じる

ことのできる子どもたちの育成に努めます。 

 

６ 魅力あふれる美しい丹波篠山市 

「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、世界に誇る美しい丹波篠山づくりを進めます。 

（１）丹波篠山の美しい「景観」の保全と継承 

史跡篠山城跡を中心とした城下町の佇まい、田園と農村風景、美しい山並みなど

の景観は、丹波篠山の誇る財産です。この美しい景観を未来に引き継ぐため、丹波

篠山市景観計画に基づき良好な景観の保全と育成、創造に向けて取り組みます。 

   平成２９年度に国土交通省が創設した「景観まちづくり刷新支援事業」のモデル

地区として、全国１０都市のひとつに「城下町地区」が指定を受け、丹波篠山市で

は市景観重要建造物の大正ロマン館の外観修理及び授乳室とトイレ整備、青山歴史
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村の改修工事、道路の美装化、篠山城跡公園及び市営西町駐車場整備、大手通り及

び河原町通りの無電柱化工事を３年間で実施しました。今後はこれらを観光客の増

加はもとより、まちの活性化に繋げていくことが重要です。 

   令和２年度においては、モデル事業により刷新された景観を市民の皆さんが利活

用し、にぎわいのある空間づくりに向けて、東京大学名誉教授の堀先生によるセミ

ナーを開催し、おもてなし意識の向上を図ります。 

そして、城下町地区への観光客の増加を図り、この効果を重要伝統的建造物群保

存地区の福住地区や日本遺産認定を受けた丹波焼の里・今田地区へとつなげて、丹

波篠山市全域の魅力の向上と活性化に向けて取り組みを進めます。 

   また、市内外の多くの皆さんから応募をいただいております景観写真コンクール

は、令和２年度で第１０回目を迎え「丹波篠山の四季」をテーマとして開催します。

応募写真を活用したカレンダーの作成などを通じて丹波篠山の魅力的な景観を市

内外に広く紹介します。 

   そして、地域の象徴やランドマークの役割を果たしている建造物を景観法に基づ

き指定する景観重要建造物については、これまで大正ロマン館など７建造物を指定

しています。令和２年度においても地域の個性ある景観づくりの核となるように新

たな建造物を指定し、あわせて、これまでの指定建造物を市民の皆さんに広く知っ

ていただくため、見学ツアーなども開催し保全と活用が図れるように取り組みます。 

   景観計画の歴史地区に指定している城下町地区、上立杭地区及び福住地区につい

ては、建物の外観修景に関する工事費の助成による魅力アップを図り、あわせて市

内の町並み景観の保全や景観まちづくりの取り組みに対して景観アドバイザーを

派遣して、町並み景観の魅力向上と景観意識の高揚を図ります。  

（２）丹波篠山ロマン街道、丹波篠山グランドデザイン 

「丹波篠山ロマン街道」は、丹波篠山の自然や歴史、人々の暮らしに根差した景

観の美しさと魅力をテーマ別にマップとしてまとめ、丹波篠山の魅力を市内外に広

く情報発信することをめざしています。これまで季節の移ろいを彩る「自然」が醸

す景観として「さくら街道」や「紅葉街道」のマップを作成し、観光案内所をはじ

め大正ロマン館などの集客施設や公共施設などで観光客や市民に配布し、丹波篠山

の魅力を市内外に広く紹介してきました。令和２年度は「源義経の道」や「祭礼の

道」などの歴史文化、輝く自然として「丹波篠山のいきものたち」、人々の暮らし

が息づく集落や田園景観を紹介する「風景街道」などのマップの配布を行い、丹波

篠山の有する美しい自然や歴史文化に根差した景観的魅力を伝え、市民のふるさと
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への愛着と誇りを醸成します。また、マップで紹介した魅力的資源や景観の有効活

用について各地域のまちづくり協議会と協議し、市民や子どもたちのふるさとへの

愛着と誇りを醸成するとともに、まちづくり協議会や市民と連携して丹波篠山市の

各地域に息づく魅力的資源の情報発信に努めます。 

   そして、丹波篠山市のまちづくりの将来像（２０年後）を示した「丹波篠山グラ

ンドデザイン」は、城下町地区や駅前周辺地域、里山や農村地域などの地域ごとに

まちづくりの方向性と２０年後の市民の暮らしのイメージをイラストで表現して

います。これからのまちづくりの将来デザインとして、現在策定を進めている第３

次丹波篠山市総合計画にも取り入れ、市民の皆さんとこれからのまちづくりの方向

性の共有を図っていきます。 

（３）土地利用・都市計画・地区整備計画 

美しい景観を保全、継承していくためには、将来の土地利用の方向性を明らかに

し、方針を定めてまちづくりを進めていくことが重要です。そのため、土地利用基

本計画及び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。 

   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。開発にあたっては、「農」を基盤とした田園環境と都市機能が融合し

た土地利用を図り、まちづくり条例を適正に運用して、地域の合意のもとに質の高

い開発を誘導します。 

   また、地域の独自性と創意工夫により地域主体となって策定される里づくり計画

については、すでに策定されている野中地区や日置地区などの８地区に加えて、令

和元年度は宇土地区と油井地区の２地区の計画を市の計画として認定しました。 

令和２年度は、これら１０地区への運営支援のほか、計画策定を行なう地区の発

掘に努め、アドバイザーの派遣などによって地域の良好なまちづくりの実現に向け

て取り組みます。 

   なお、ＪＲ篠山口駅周辺においては、駅西地区は区画整理事業や国道１７６号線

の拡幅などの道路等の基盤整備、また駅東地区については市道東口駅前線や、駅前

広場の整備などにより、丹波篠山市の玄関口として多くの方に利用されています。

本地域については、職員プロジェクトにおいて賑わい創出と活性化に向けて検討を

進めています。令和２年度においては、これらの取り組みを更に進めて、丹波篠山

の魅力が感じられる賑わいとおもてなし空間となる駅前の創出に向けて、地元まち

づくり協議会や地権者など、地域の方とともに将来の方向性やあり方について、枠
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組みの構築をめざします。 

（４）自然環境、生物多様性（丹波篠山生きもの４８） 

丹波篠山市は、自然の景観や環境が大きな魅力となっており、これを未来に受け

継いでいかなければなりません。こうした「自然豊かな農村のよさ、丹波篠山らし

さがあってこそ、市民の“暮らしの誇り”につながり、住み続けられ、未来に引き

継がれていく」という基本的な考え方に立ち、これまで取り組んできた環境を再生

し「守る」姿勢に加えて、環境を「活かす」戦略へと発展させた「第２次環境基本

計画」を令和２年３月に策定します。 

令和元年度までに、環境に配慮した水路づくりを行った場所は、曽地口地区の木

製水路をはじめ４４カ所を越え、丹波篠山市が誇れる場所となってきました。丹波

篠山市の最大の魅力である農村景観や自然環境の再生、保全のため素掘り水路はそ

のまま残すことを原則とし、多面的機能支払交付金事業などを活用し引き続き取り

組みます。令和２年度は、環境基本計画のリーディングプロジェクトとして、市民

などが自ら行う、メダカが泳ぎホタルが舞うような「身近な自然を再生する活動」

を支援します。 

（５）お堀のハスの花復活 

篠山城跡の南堀で進めていますハスの花の復活では、令和元年８月に南堀固有種

のハスが１５年ぶりに開花し大きく広がりました。 

   令和２年度は、ハスが人為的な介入なしに自生し、南堀一面に咲き誇っていた姿

を取り戻せるよう、南堀西側からの植え付けを検討するとともに引き続き外来生物

の駆除などハスの生育しやすい環境づくりに取り組みます。 

（６）歴史文化まちづくり 

篠山城跡は、文化庁の「地域計画等活用拠点形成事業」を活用し、平成３０年度

から実施している南内堀の復元工事が、令和元年度に完成し、現在、三の丸南広場

と二の丸大書院前のトイレ整備を進めており、令和２年度完成予定です。 

令和２年度は、篠山城跡のシンボルである高石垣について、落石や膨らみがある

ため、文化庁の「歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業」を受け、二の丸南面の

高石垣を修復し、遊歩道へ誘導することで、観光客が城下町地区を歩いて回れるよ

うにします。 

八上城跡については、地域の皆さんと連携しながら登山道の整備に取り組むとと

もに、平成１８年度に策定した史跡八上城跡保存管理計画にもとづき、国指定史跡

としてふさわしい整備に向けて取り組みます。 
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   城下町と福住の重要伝統的建造物群保存地区では、５月２０日から３日間にわた

り第４２回全国伝統的建造物群保存地区協議会を開催し、丹波篠山市の歴史文化と

町並保存の取り組みを全国に発信します。伝統的建造物の保存修理については、篠

山城下町地区３件、福住地区３件、合計６件の保存修理を行います。 

   令和元年度から取り組んでいる「丹波篠山市文化財保存活用地域計画」を策定し、

国の認定を受け、さらに歴史文化を活かしたまちづくりを推進します。 

（７）太古の生きもの館 

太古の生きもの館では、丹波篠山市内で新たに発見された脊椎動物化石と合わせ

日本最古のほ乳類化石ササヤマミロス・カワイイ等の復元模型を展示しています。

また、丹波地域恐竜化石フィールドミュージアム構想に基づき関係機関と連携しな

がら、宮田の脊椎動物化石重点保護区域を体験学習の場として活用します。継続し

て石割体験イベントや校外学習を推進するとともに市民ボランティアを養成しま

す。 

 

７ 農都創造 

  丹波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月策定の  

丹波篠山市農都創造計画に基づいた取り組みを推進します。 

（１）集落営農「人・農地プラン」 

丹波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。 

国では、強い農業づくりとして大規模な農業者に支援が集中していますが、農村

社会や農業が未来に持続するためには、小農と呼ばれる小さな農業、家族的農業、

兼業農家など、多様な担い手が必要です。 

丹波篠山市では、これからも「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、集落営農組織の組織化や法人化など、集落営農組織が地域の持続的な

担い手となるよう経営や組織の充実を支援します。また、一方で集落の多様な担い

手が役割を分担しながら、地域を守り発展させ、美しい農村づくり、地域農業の維

持・活性化、特産物の振興を図る地域貢献型の集落営農組織の育成も進めていきま

す。とくに、集落の農業者や集落営農組織が大規模農業者らと互いに連携した農地

保全活動などを進められるよう、まちづくり地区単位の話し合いやルール作り、体

制づくりを支援します。 



- 20 - 

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」は、これまで５８地区６０集落において策定されており、現在、６０を超

える集落で検討が進められています。県、市、ＪＡ、農業委員会が連携し、集落の

担い手、農地、特産物の将来についての検討が進むよう支援します。 

集落営農組織への農業機械導入に対する支援では、平成２７年度に設けた集落営

農推進基金を活用し、コンバインやトラクターなど機械導入を支援しています。令

和元年度から新たに始めた中古の機械購入助成では、２組織がトラクターを導入さ

れ営農活動に取り組まれています。機械を導入する場合は２０％を助成し、人・農

地プランを策定した集落営農組織にはさらに１５％を加算し、助成上限額は新品で

２１０万円、中古品は１００万円を助成することで、集落営農の活動が更に進むよ

う支援します。令和２年度は、集落営農組織において水稲生産の集約化による、乾

燥機導入などに伴う格納庫の建設に対し、３５％助成、上限３５０万円にすること

で、集落営農組織の経営安定を図ります。 

また、平成２９年度から始めた、女性農業者を対象としてトラクターなど農業機

械の操作講習を行う「いきいき農村女性オペレーター講習」では、トラクターに乗

り始めた方の運転技術が向上しており、令和２年度は、初心者講習に加え上級者向

けの内容を拡充し、さらに女性農業者が活躍できるよう取り組みます。 

新規就農者支援については、丹波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、丹波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、国の農業次世代人材投資事業の活用や、住宅家賃助成、視察研修助

成のほか、農業機械の導入や施設の建設に対し５０％助成、上限５０万円とし、農

業を始めやすいよう支援します。 

認定農業者は、丹波篠山の農業を担うリーダーとして活躍していただいており、

今後、経営基盤となる農業集落との連携により、地域農業や農村環境を担うリーダ

ーとしての役割が期待されます。令和２年度は新たな支援として、集落において人

・農地プランの話し合いを通じ「集落担い手農家」として位置づけられた経営面積

概ね３ヘクタール以上の農業者に対し、コンバインの導入について１５％の助成、

上限９０万円とし、自己資金を借り入れた際の利子補給を行い、集落農業のリーダ

ーとなって活躍いただけるよう支援します。 

（２）環境創造型農業 

「農の都」丹波篠山には、さわやかな空気、様々な生き物、美しい田園景観、自

然の音色など多くの良さがあります。丹波篠山の農産物の美味しさや品質の高さに
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加え、自然環境に配慮した農業の取り組みを推進し、さらなる丹波篠山ブランドの

向上に取り組みます。丹波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割以上減の水準となっています。平成３１年１月の調査では、水稲栽

培農家の約７０％が省力型栽培をされています。 

令和元年度には、丹波篠山いきもの４８米栽培モニター４６名が、減農薬・減化

学肥料、中干しの時期の延期など自然環境へ配慮、生きものの生息調査、の３点に

取り組んでいただきました。丹波篠山市は、丹波高地の盆地、３つの河川の源流と

いう立地から、古来より水不足に悩み、水田に水を蓄えることで多くの生きものが

育まれてきました。 

令和２年度は、化学肥料や農薬を抑えながら、①田んぼから化学窒素やリン酸の

流出をできるだけ防止するなど「下流域にやさしい米づくり」、②中干し時期の延

期や適切な畦畔管理により生きものの生息場所の確保など「生きものにやさしい米

づくり」、③土づくり、適期田植・適期収穫など「おいしい米づくり」に取り組む

モニターをさらに増やし、また多くの農家に呼びかけて、環境にやさしい米づくり

を広く普及させていきます。 

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）に対する助成を始め、平成２９年度からは、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

農薬に取り組んでいます。こうした取り組みを続けていくことで、ふるさと丹波篠

山の自然環境を未来にわたり守り育て引き継いでいきます。 

丹波篠山市の基幹産業である農業を支える農地や水路を整備していくことは重

要な施策です。農家所得・生産性・農作業の安全性の向上をめざすだけでなく、自

然景観や生物多様性に配慮し、より魅力的な農村づくりを進めてきました。 

令和２年度は、市単独事業として平成２３年度に創設した生態系保全に配慮した

土地改良事業における水路や施設の整備方針を堅持しつつ、環境に配慮した水路づ

くりを進めます。 

（３）丹波篠山の特産物 

   平成３０年度の国の米政策の見直しにより、行政による米の生産数量目標の配分

が廃止されました。 

丹波篠山市では、農業者の皆さんに黒大豆や山の芋などの特産物の生産維持をお

願いしています。今後も、質の高い丹波篠山の特産物を、引き続き生産していただ
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くために支援します。 

土づくりについては、養分や水分をバランスよく供給できるよう地力を高めるた

め、集落などで実施される堆肥の散布委託費や腐植酸資材の一括購入費を助成しま

す。堆肥散布はダンプ１台１，０００円、堆肥購入では５００円の助成、腐植酸資

材は購入費の２０％を上限に支援し、健康な土づくりの取り組みを推進します。 

年間を通じた野菜の栽培や、品質の向上に取り組めるよう、ビニールハウスを導

入する際に、購入費の２５％以内または、１０万円以内を支援し、農業所得の向上

を図ります。 

黒大豆については、品質向上や省力化を進めるため、集落営農組織への支援とし

て、溝掘機、畝立て機、移植機の導入を支援します。令和元年度からは、１ヘクタ

ール以上栽培する個人農家を助成対象者に加えており、引き続き黒豆栽培の省力化

や安定生産していただくための支援をします。 

黒枝豆については、年々人気が高まり丹波篠山を代表する特産物になっています

が供給が追いつかない状況です。令和２年度は、さやまめの増産体制を図るため、

集落営農組織を対象に、収穫機械や品質を維持する保冷機器の導入、鮮度保持袋の

普及について支援します。 

山の芋については、「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円を交付しており新規栽培者は年々増えています。今

後も、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るとともに、畝間

の防草シートなどの購入助成を行います。令和２年度の新たな取り組みとして、前

年より面積が増えた分へ助成していた制度を見直し、栽培面積に応じて助成するこ

とで、生産維持いただけるように取り組みます。また、引き続き、山の芋フェアを

開催し、市内で山の芋を取り扱う販売店や飲食店の紹介や、新メニュー開発、正月

三が日にとろろ汁を食べる文化を広めるなど、山の芋の生産と消費を盛り上げてい

きます。 

栗については、平成２９年度に策定した丹波栗振興計画に基づき、大きくて美味

しい丹波栗ブランドの振興に取り組みます。栗の苗木購入の支援は、令和元年度ま

での４年間で、延べ２７８人の方に６，０３７本を植えていただきました。これら

の栗が将来大きな実を結ぶよう、栽培技術や品質の向上を支援していきます。 

丹波篠山牛については、肉牛品評会などで掲示される大型のぼりの作成や、市内

の精肉店や飲食店舗を紹介するパンフレットを作成し、丹波篠山牛の情報発信とブ

ランド強化を進めます。 
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茶については、丹波篠山茶生産組合による生産性や品質の向上の取り組みに対す

る支援や、学校給食において、お茶を活用した献立を提供する「丹波篠山茶週間」

の実施など、お茶の生産振興や消費拡大を推進します。 

先端技術であるロボット技術や情報通信技術(ＩＣＴ)を活用するスマート農業

では、令和元年度に、黒大豆と山の芋の栽培において、ドローンを活用した病害虫

検知技術によるピンポイントの農薬散布や、土壌水分センサーによる遠隔管理によ

り、一定の土壌水分を保つ灌水技術に取り組みました。また、大規模水稲農業者で

は、水田の水位センサーを設置し、パソコンの地図上で水位の状況を管理するシス

テムにより、生産コストの削減を実証する取り組みを行いました。令和２年度も引

き続きスマート農業の実証事業に取り組み、省力化や生産力の強化を進めます。 

（４）有害鳥獣対策 

有害鳥獣対策の基本は、①農地をしっかり防御、②野生動物の個体数管理、③で

きることは自分でする、の３つです。一時期に比べて、野生鳥獣による農作物被害

は落ち着いてきていますが、さらに３つの取り組みを着実に行っていきます。 

まず一つ目の「農地をしっかり防御」は、設置を進めてきたシカ・イノシシから

田畑を守る金網獣害柵総延長約４２０キロ、またサル用電気柵総延長約１２０キロ

の効果と機能を発揮し、農地への侵入を防ぐことです。このため兵庫県森林動物研

究センターと共同で、獣害防護柵の管理状況および体制を調査するなど、指導助言

に努めます。 

二つ目の「野生動物の個体数管理」は、人と野生動物の共生をめざし、できるだ

け加害鳥獣を特定し捕獲するなど農作物への被害軽減と野生鳥獣の適正生息数管

理とのバランスを保てるよう兵庫県指導のもと、有害鳥獣害対策を進めます。 

三つ目の「できることは自分でする」は、集落ぐるみでのサルの追い払いです。

花火やモンキードッグによる追い払いが、サルの出没抑制や滞在時間が短くなるな

どの効果を出してきており、今後も、集落ぐるみの追い払いを支援するととともに、

農地と山の緩衝帯の整備や集落内の収穫残さや採り残した果樹など「エサ場」をな

くす取り組みをさらに周知・啓発します。 

一方、全国的には捕獲されるシカ、イノシシのジビエ活用は１割程度に留まって

おり、国はその倍の利用を目標としています。丹波篠山市は、全国に誇るボタン鍋

の本場です。市内で捕獲されたイノシシのほとんどは、ボタン鍋等の材料として活

用され、またシカは年間を通じて約半数がジビエ活用されています。さらに活用を

高めるため、市内加工施設へのシカ、イノシシの搬入を支援し、先人から受け継が
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れてきたジビエの食文化も丹波篠山のブランドとして更に全国に発信します。 

（５）島根県美郷町との地域連携協定 

「おおち山くじら」というブランドでイノシシ肉や革の活用により獣害対策に取

り組まれている島根県美郷町と「獣害対策・地域活性化に向けた連携協定」を令和

元年１２月に締結しました。 

この美郷町も丹波篠山市同様、鳥獣被害対策優良活動の団体部門において農林水

産大臣賞を受賞されています。今後は、情報共有は元より、住民同士の交流を深め、

獣害の地域課題解決をきっかけに知恵を出し合い、地域を活性化する地方のトップ

リーダーとして、美郷町と丹波篠山市は獣害対策の取り組みを内外に発信します。 

（６）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であり、農村景観を形成し、

多様な動植物を育み、また、防災の面からも大きな役割を担っています。計画的な

土地利用を保ち、農業振興地域の農地３，４６５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、宮ノ奥池（真南条中）、四十九

池（曽地中）、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）、大内池（草ノ上）、山谷池（県守）、浜

谷池（東浜谷）、倉谷池（不来坂）、八王寺池（草野）と八反頭首工（日置）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、泉地区（泉）の用水路パイ

プライン整備事業を継続します。 

また、ため池整備事業として、県営事業への採択に向けて、瀧谷池の調査設計を

行い、また法改正に伴う旧特定外ため池の土地調査等を行います。災害の未然防止

のため、福井谷池（春日江）他１カ所のため池廃止工事や包谷池（佐貫谷）の漏水

対策工事を行います。 

（７）草刈りにおける調査研究【新規】 

丹波篠山市は、自然豊かで、「丹波の森」「みどりのふるさと」と言われますが、

これを形づくっているのは、野山の木、花、そして草です。 

貴重な草花があったり、生きものの住みかであったり、「草」は、丹波篠山の自

然や景観を形づくる重要な要素であると同時に、農家にとっては、その管理「草刈

り」が大変な作業になっています。 

また、あまり負担が大きいと、若い人が集落に定住する上で大きな支障となりま

す。そこで、大切なのは、①自然環境や景観を守りつつ、②草刈りの負担を軽減す

る、ことを検討し提案します。 
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令和元年度から、平成２７年度職員プロジェクト「人にも生きものにもやさしい

草刈り研究」をもとに、斑点米の原因となる害虫が稲に寄り付かない草刈り時期や

方法、高草刈りの効果の検証、また畦畔の草と田んぼの中の草との関係など、調査

研究をしています。 

草刈りの目的や、効果的な回数・方法、また、畦畔だけでなく、道路や河川も含

めて市民に提案します。 

（８）ふるさとの森づくり 

森林は、野生動物のすみかであり、良質の水を育む水源であり、山地災害を防止

し、農村に豊かな生活を提供しています。 

丹波篠山市の森林面積は２８，１８３ヘクタールで、総面積の約７５％を占めて

います。その森林面積のうち民有林面積は２７，６７７ヘクタールです。昭和６０

年から２８年間の市内の人工林間伐実施延べ面積は ４，４５０ヘクタール（市内人

工林の約５６％）、また人工林の主伐は、人工林の１％に未たない状況が続いてい

ました。 

このような中、平成２７年１２月「ふるさとの森づくり構想」を策定し、木育の

推進や森林バイオマスなど木材の活用とともに、シンボル的事業として、２０年間

で、すべての人工林を整備するため、年間３２５ヘクタールの間伐を目標としまし

た。 

年度毎の間伐実績は、平成２８年度、２６６ヘクタール、平成２９年度、２７８

ヘクタール、平成３０年度、２５７ヘクタール、令和元年度は、２００ヘクタール

を整備してきました。間伐等に係る国制度が変わっていくなか、目標面積には達し

ていませんが、積極的に間伐等の取り組みを進めています。 

令和２年度においては、森林環境譲与税を活用し、２５６ヘクタールの間伐を予

定しています。また伐採適齢期に到達した人工林を皆伐し、どんぐりなどの広葉樹

林化する事業や、人家裏などに放置された森林が将来危険木にならないようにする

林辺整備は、大変好評で、令和２年度も継続し、森林の多面的機能回復に加え、丹

波篠山産材の生産や倒木被害の未然防止に役立てていきます。 

さらに、将来の森づくりを担う子どもたちが、森林に対する理解と関心を幼い頃

から深められるよう木育を推進します。具体的には子どもや保護者の方が森林で樹

木の特徴を学ぶ「子ども樹木博士」を開催し、また木の端材から木のおもちゃを作

り出す木育業者を支援し、市民の森林への関心を高める取り組みを進めます。さら

にこうした木育の取り組みを動画にして、森からいろいろな恵みを受ける丹波篠山
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の発信に努めます。 

さらに、住民自ら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

りを見直す取り組みも大切です。自治会等が地元の里山を自らの手で、親しみのあ

る里山に生まれ変わらせる里山彩園事業（平成２２年から３３地区で取り組み）を

支援し、里山の景観保持と利用を進めます。こういった森林活動には危険を伴うこ

ともあり、安全な伐木を習得する里山スクール（平成２２年から実施、延べ１３２

名の卒業生）を開催し、住民自らが行う安心・安全な森づくりを支援します。 

丹波篠山らしい山づくりを進めるためには、専門家の存在が不可欠です。このた

め森づくりの専門知識と経験を有した「森づくり支援員」を新たに雇用し、丹波篠

山市の森林施策と効果の検証を行い、丹波篠山版ＳＤＧｓの取り組みと言える「命

をはぐくむ丹波篠山の森を未来へつなぐ」の具現化をめざします。 

（９）ひょうご森のまつり２０２０の開催 

前身は昭和３１年から始まった「兵庫県緑化大会」、植樹を中心とした緑化思想

普及イベントである「ひょうご森のまつり」を、兵庫県とともに令和２年１１月１

４日、兵庫県立丹波並木道中央公園で開催します。昭和６３年に丹南町での開催以

来、３２年ぶりとなります。ひょうご森のまつり２０２０では、兵庫県が推進する

「新ひょうごの森づくり」に加え、丹波篠山市が進める「ふるさとの森づくり」の

理念を市民県民で共有し、緑豊かな自然の恩恵に感謝し、森を守り育て、未来へ引

き継ぐ意識の醸成を図ります。 

（10）森林バイオマス 

「森林バイオマス活用推進計画」「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」「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

によって生まれる丹波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、丹波篠山らしい森林資源の活用に取り組んできました。 

「新エネルギー・省エネルギービジョン」は、「第２次環境基本計画」に統合し、     

環境施策を総合的に展開するなか、木の駅事業で収集された木材は、木質ペレット     

に加工し、家庭用ペレットストーブやこんだ薬師温泉ぬくもりの郷のペレットボイ     

ラーで活用しています。さらに、家庭や農家等における木質バイオマス利用施     

設導入支援を継続するとともに、「第２次環境基本計画」では、竹チップの有効     

活用、木質バイオマス燃料供給体制の整備支援を計画しています。エネルギーの地     

産地消をさらに推進します。 

 



- 27 - 

（11）丹波篠山農学校 

農林業に関わる知識や生産技術の伝承と、新たに携わろうとする人が技術を学ぶ  

機会を提供し、担い手の確保を目指して、農業、林業の講座を体系的に整理し「丹

波篠山農学校」として実施しています。講座は、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、いきいき農村女性オペレーター講習、子育

てママさんの野菜講座、獣害対策や山の芋グリーンカーテンなど特定の課題を学ぶ

単発講座、県や関係団体の進める推奨講座を開設しました。 

講座がきっかけで丹波篠山市に就農した新規就農者もあり、農業に興味のある方

を積極的に増やし、新規就農へのきっかけづくりの場としても充実を図ります。ま

た、定年退職後に都会から帰郷された方が農業の知識が無く、親から継承されずに

農業を辞めてしまうケースがあることから、後継者がスムーズに農業を始められる

よう、講座や相談窓口などの情報発信を強化します。 

（12）山すそなど耕作放棄地の活用策 

山すそなどの耕作放棄地については、できるだけ、水稲をはじめ、黒豆、山の芋  

などの栽培を奨励していますが、どうしても活用が困難な農地も見られます。その  

ような場合に、ビオトープなど自然環境、生物多様性を保全する活用や、栗や花木  

の植栽などの方策を検討します。 

（13）竹林の環境整備 

竹林整備で発生した竹をチップ化する竹粉砕機について、平成２９年度、令和元

年度に機器を導入し、市内の団体等に無償で貸し出すことにより、多くの地域で竹

林の環境整備が行われています。 

令和２年度は、２台の機器の効率的な運用、発生したチップの有効活用に取り組

みます。 

 

８ 企業振興・誘致 

  平成２５年度に策定した丹波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）地元就職の促進と人材確保           

丹波篠山市の経済を支える市内企業には世界に誇る技術や、多くのシェアを持つ

優良企業がたくさんあります。しかし、昨今は超売り手市場で人手不足となってお

り、令和元年度の高校生の求人は、指定校求人数で平均４．２７倍と非常に高く、



- 28 - 

市内企業の求人を満たすには程遠い状況で、企業からは「人材の確保が最重要課題」

と切実な声が挙がっています。 

そこで、市内高校及びＰＴＡ、市内企業、商工会、ハローワーク、県民局等の関

係者により地元就職推進委員会の意見をうかがいながら、高校生や大学進学者が就

職を考える際に市内企業が選択肢に入るよう連携して取り組んでいきます。 

具体的には、中学生がトライやるウィークで職業体験できるよう、企業と学校間

の調整を行い、一つでも多くの企業と生徒のマッチングができるよう取り組みます。

また、高校生の授業にあわせた企業面談会「丹波篠山幸せしごとフェア」や、就職

指導する教職員向けの企業見学会など、高校や企業と連携を密にしながら進めてい

きます。 

丹波篠山での就職や暮らしの素晴らしさをアピールする「丹波篠山で働くシアワ

セ」では、市内企業で働く若者に焦点を当て、毎月の広報やホームページで取り上

げていきます。大学進学者やその他の求職者に対して、高校卒業時や成人式などの

機会を活用し、ＳＮＳを利用した「丹波篠山市しごと情報」提供システムへの登録

を積極的に呼びかけ、就職情報をきめ細やかに伝えるなど、Ｕ・Ｊ・Ｉターン就職

を応援します。 

高校や大学を卒業して市内の企業に就職する、いわゆる新規学卒者に対して、就

職支援奨励金を設けています。これは就職時に５万円、就職１年後にさらに５万円

を奨励金として交付するものですが、令和元年度は就職時交付が５０件、前年度に

就職した１年後交付が２８人になる予定です。令和２年度も引き続き継続し、新規

学卒者の市内就職を推進します。 

（２）市内企業の振興と企業誘致 

   市内企業の取り組みを支援するため、地域未来投資促進法、生産性向上特別措置

法等、国の制度を活用する丹波篠山市の基本計画を平成３０年度に策定しました。

令和元年度には、この市の方針に沿って地域未来投資促進法で１社、生産性向上特

別措置法に基づく先端設備等導入計画で１２社から申請があり、新たな設備投資が

進んでいます。令和２年度も引き続き、商工会と連携して制度周知に努め、市内企

業の新規投資を促します。 

また、丹波篠山市独自の取り組みとして、固定資産税相当分を支援する工場等施

設整備奨励金や、新たな市内在住者雇用の実績に応じて支給する雇用促進奨励金に

より支援しています。令和元年度は５社が対象になり、令和２年度には６社を見込

んでいます。その他、展示会等出展事業補助金は、出展を通じた新規顧客の獲得、
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販路拡大につながると評価いただいており、引き続き実施します。 

   企業誘致については、農工団地篠山中央地区への企業立地が具現化したことから、

市道整備、上水道等のインフラ整備を企業の建設、操業時期と調整しながら供用開

始にむけて工事を進めます。残区画についても関心を寄せる企業と協議・調整を進

めており、立地の実現をめざします。また、犬飼・初田地区への企業誘致や空き工

場への誘致についても問い合わせを受けており、引き続き積極的に取り組みます。

そのほか、本社機能を有する特定業務施設の新設、増設に対して地方拠点強化奨励

金により支援します。 

（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、空き家・空き店舗などの利用促進

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、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する「起業支援助成事業」を実施してきまし

た。平成３０年度からは、ＵＩＪターンによる起業や空き家・空き店舗などを活用

した起業に対して、それぞれ２０万円を上乗せして、最大１３０万円の助成を行う

制度に拡充し、令和元年度からは、特産振興助成金の対象事業について、すべての

業種を対象にするのではなく、宿泊業や飲食サービス業、食品製造業などとし、特

産品の振興や新たな特産品の活用による起業に対し、支援を行ってきました。 

   平成２４年度から令和元年度までの８年間で５７件の支援を行っており、そのう

ち定住促進重点地区での起業が１７件、空き家・空き店舗などを活用した起業が２

８件となっています。令和元年度は、平成３０年度の２倍以上の実績で、１０件の

支援を行い、そのうち６件が飲食業や宿泊業、食品製造業で、地域のにぎわいの創

造につながっています。 

令和２年度は、若者やＵＩＪターン者の起業や特産品を活用した起業、定住促進

重点地区でのさらなる起業を支援するため、引き続き、商工会や神戸大学・丹波篠

山市農村イノベーションラボ、丹波篠山暮らし案内所などと連携しながら、支援制

度の周知や起業予定者と既に市内で起業されている方との意見交換会・情報交換会

を行います。 

（４）商店街の振興・おもてなしリフォーム助成 

商店街については、空き店舗などを活用し、おしゃれなカフェやレストラン、雑

貨店などが次々とオープンし、一年を通じてカフェ巡りや雑貨店巡りなどを目的に

若い女性や外国人観光客らが多く訪れるようになってきました。特に休日になると、

団体の観光客らが、丹波篠山の季節の産品や土産物を求めて篠山城跡から商店街へ
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と向い、人であふれている光景を目にします。 

丹波篠山を訪れる観光客が、さらに立ち寄ってみたくなるような雰囲気づくり、

観光客を温かく迎え入れるような環境整備を進めるため、平成３０年度に「おもて

なしリフォーム助成」制度を創設し、お店の改装（通りに面したお店の玄関部分の

改装）に助成をしています。 

令和２年度は、特に城下町地区でのおもてなし環境を整えるため、丹波篠山市商

工会や丹波篠山城下商店連合会と連携しながら制度の普及に努め、引き続き「おも

てなしリフォーム」の助成を行います。 

商工会が実施する、商店街等にぎわい創造事業や空き店舗対策事業、経営品質向

上事業などを引き続き支援します。特に、商店街等にぎわい創造事業支援は、商店

街等の活性化に向けて商業者等で構成される団体活動に対し助成を行うものです。 

令和元年度は、丹波篠山城下商店連合会による新元号と丹波篠山市の誕生を祝した

ポスターの各店舗での掲示や「誓文払い大祭」の開催、妻入のれん会による妻入商

家「春のれん」の開催などに対し支援を行い、商店街を元気にしていただきました。  

さらに、丹波立杭陶磁器協同組合が初の取り組みとして陶の郷で開催された「野

菜とパンの朝市」にも支援を行い、イベントを通して丹波焼の魅力と認知度を広げ

ていただきました。 

また、マイナンバーカードとスマホ決済などを連動させてポイントを付与する

「マイナポイント制度」が、令和２年９月から開始予定です。そこで、現在、商工

会が推奨しているキャッシュレス化について、さらなる普及・啓発に努めていきま

す。特に、指定管理者制度等により市が管理・運営を委託している観光施設や商工

施設については、早急にキャッシュレス化に対応できるよう努めていきます。 

（５）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、経

費の一部を助成しています。助成額は１件につき最大１０万円で、令和元年度は１

２０件に助成しており、工事費（経済波及効果額）は合計で約１億４，０００万円

に達しています。 

   この住宅リフォーム助成は平成２４年度から実施していますが、毎年度、募集枠

（１２０件）を超える応募があり、特に令和元年度は、過去最高の２１０件の応募

があるなど、市民に浸透した助成制度となっていますので、令和２年度も引き続き

実施します。また、併せて、住宅リフォームの際に丹波篠山産木材の利用促進につ
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なげるため建築協会など関係団体と連携しながら、さらなる普及啓発に努めます。 

 

９ 観光振興 

（１）「観光まちづくり戦略」による観光振興  

これまで、丹波篠山市の観光に関する計画については、平成２０年に「観光まち

づくりビジョン」として観光振興の指針を定め、翌２１年には、その指針に基づき

行っていく具体的な観光施策を盛り込んだ「観光まちづくり戦略」を策定しました。

しかし、近年、観光を取り巻く環境が大きく変化し、時代に即した指針が必要であ

ることから、現在、「丹波篠山観光まちづくり戦略」の策定を進めています。 

令和２年度は、この「丹波篠山観光まちづくり戦略」に基づき、観光振興を進め

ます。具体的には、「地域が潤うまち 丹波篠山」づくりをめざし、そして、それ

を実現するための具体的な目標として「２０３０年 宿泊者倍増」（１２万人→２

４万人）を掲げています。宿泊者が増え観光消費額が増えることにより、地域が潤

い、地域がさらに活気づくことをめざして、次の４つの柱（くろまめ宣言）に基づ

き観光振興施策を展開していきます。 

く：くらしの豊かさを継承し、市民が楽しめるまち（地域力） 

ろ：ローカルの魅力をグローバルに発信するまち（発信力） 

ま：毎日、観光客がゆったりと時間を過ごせるまち（おもてなし） 

め：めざすは、ふるさと日本一、世界一のまち（ブランド力） 

また、「俺は丹波篠山だ」に代わる観光キャッチフレーズとして、「日本の宝石 

Waku Waku（ワクワク）都市（シティ）丹波篠山」とし、国内外から多くの観光客を

呼び込むため、積極的な情報発信を行っていきます。 

（２）丹波篠山観光情報の効果的な発信  

   丹波篠山市には、篠山城跡や「麒麟がくる」で放映が期待される八上城跡をはじ

め、数多くの歴史的遺産、さらに豊かな田園風景や自然環境とともに、実り豊かな

味覚など、魅力ある観光資源がたくさんあります。しかし、丹波篠山市の魅力ある

観光資源が、効果的かつ的確に伝えきれていないという課題があります。 

   令和２年度においては、現在、全面リニューアルを進めている観光情報サイト（ホ

ームページ）やＳＮＳを活用し、四季折々の丹波篠山市の魅力を感じていただき、

行ってみたくなるような情報をタイムリーに提供していきます。また、全国各地に

走っていく長距離トラックや観光バスに丹波篠山市の観光名所や特産物をラッピ
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ングするための助成を新設し、民間の力を活用したＰＲ活動を展開するほか、若者

への新たな情報発信として、インスタグラムやユーチューブなどを活用し、Waku 

Waku（わくわく）していただけるような情報発信も行います。 

   継続的な取り組みとしては、京阪神間や名古屋、広島、福岡などでの観光ＰＲ活

動とともに、東京オリンピック・パラリンピックに合わせ、首都圏でのＰＲ活動に

も取り組みます。 

（３）丹波篠山観光協会の充実と連携【新規】  

   丹波篠山市を訪れたい、行ってみたいという観光客に対して、さまざまな観光資

源や体験を直接伝える役割を丹波篠山観光協会が担っています。 

   令和２年度においては、観光協会の組織を強化するため、観光施策の企画・立案

に精通した事務局長を公募するとともに、ホームページやＳＮＳ、さらに観光情報

機関紙へ積極的に売り込んでいくよう事務局職員を新たに採用します。 

   丹波篠山市と観光協会、観光事業者が強力に連携し、丹波篠山市の観光振興に取

り組みます。 

（４）外国人観光客誘致に向けた取り組み（インバウンド対策）  

 目標とする「２０３０年 宿泊者倍増」（１２万人→２４万人）に向けて大切な 

ことは、観光客が宿泊してもらう仕組みづくりやインバウンド対策が重要と考えま 

す。 

そのために早朝と夜間イベントを企画します。例えば「早朝城下町歩き＆カフェ、  

星空の鑑賞、ホタルの鑑賞、早朝の雲海の鑑賞、早朝バードウォッチング、プロジ  

ェクションマッピング、ヘリコプターによる鑑賞、夜間ゴルフ、キャンピングカー 

のレンタル事業など」これらの丹波篠山ならではの自然と環境を体験できる箇所の 

調査をすすめ、企画を実施させ、滞在時間をのばすことで宿泊客増加につなげます。 

特に丹波篠山は比較的、台湾人や欧米豪の個人客に人気がある傾向から、外国語

のウェブにて外国人用観光ルートを作成し、市内に点在する観光資源を気軽に周遊

してもらいます。 

一般財団法人関西観光本部、ひょうごツーリズム協会などの連携により「ファム  

トリップ」を実施します。ファムトリップとは、下見招待旅行のことで、一般的に 

は外国人旅行者を増やすため、ターゲットとする海外の国の旅行会社社員、テレビ 

や雑誌などのメディア、ＳＮＳなどのブロガーを招待し地域の情報をＰＲすること  

をいいます。これにより、丹波篠山市のあらゆる観光、歴史、産業などをＰＲし、 

観光資源の魅力を外国人目線で発信します。ネットを通じての情報発信であるため、  
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広告費をかける必要がなく、継続的な宣伝効果が可能となります。 

国内では東京、名古屋、福岡などに丹波篠山の観光をＰＲし、国内旅行会社とツ 

アーを企画、遠方からの観光入込客数の増加を目指します。 

また、インバウンド対策としては、現在、平成２９年度に委嘱した４人の「丹波 

篠山まちのコンシェルジュ」に、令和元年度に委嘱したアジア系の外国人（中国・ 

韓国・ベトナム）３人を加え、計７人のコンシェルジュに外国人目線での意見やア 

ドバイスをいただき、インバウンド対策に取り組んでいます。 

令和２年度は、これに加え、小・中学校で活動するＡＬＴ８名の方（アメリカ６ 

人、南アフリカ１人、トリニダードトバゴ１人）と、定期的な情報交換を行い、丹 

波篠山市で生活している中で感じたことなどをインバウンド対策に生かしていき

ます。 

コンシェルジュからの意見を反映し、「ローカルガイド養成講座」を開催し、外  

国人観光客に対して観光案内ができる人材を育成します。丹波篠山市の鉄道での玄 

関口であるＪＲ篠山口駅に、外国人観光客が、迷うことなく目的地に向かえるよう、 

駅から観光施設への案内や交通機関への誘導看板など、わかりやすい多言語看板を 

設置するなど、環境整備を進めます。 

さらには、多言語観光情報サイトの充実、映像や画像を用いた多言語による情報 

発信、Ｗｉ－Ｆｉスポットの整備、篠山城大書院などを活用した丹波篠山の文化、 

伝統芸能を感じていただけるような取り組みなど、必要なインバウンド対策を検討 

します。 

（５）伝統産業（丹波焼・王地山焼）の振興と魅力発信 

   日本六古窯の一つに数えられ、８００年以上の歴史を育んできた丹波焼は、全国

にその名を誇る丹波篠山市を代表する伝統産業です。平成２９年には、「きっと恋

する六古窯－日本生まれ日本育ちのやきもの産地－」というテーマで「日本遺産」

に認定され、３年目が経過したところです。また、青磁を中心とした王地山焼も、

往時の篠山藩の藩窯として丹波篠山市の貴重な伝統産業であることから、引き続

き、その振興に取り組んでいきます。 

   令和２年度においては、丹波焼や王地山焼の歴史や技法だけではなく、作品その

ものを紹介するパンフレットを作成し、首都圏での展示会や観光キャラバンなどで

ＰＲを行うほか、国内外での作品展示や実演会などの支援、食と器のコラボ事業な

どを支援することにより、丹波焼と王地山焼の魅力発信を行います。 

   丹波焼の里の拠点施設である立杭陶の郷整備については、平成３０年度から２カ
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年間で、旧テニスコートの公園化工事を進めてきました。令和２年度は、外国人観

光客らを受け入れる態勢整備の一つとして、レストランと駐車場のトイレの洋式化

工事を実施します。 

また、王地山陶器所については、陶工の人材育成を行い、積極的な作陶と作品展

示、情報発信などにより、藩窯・王地山焼の魅力を国内外に発信します。 

（６）福住地区、丹波焼の里「おもてなし」空間づくり【新規】 

福住地区においては、令和元年度は、令和２年の全国伝統的建造物群保存地区協

議会全国大会の会場の一つとなることから、全国各地からの参加者や観光客らを迎

え入れる準備として、旧福住小学校内のトイレ改修や多紀支所跡地での駐車場整備

を進めているほか、旧たき幼稚園園庭と多紀支所前庭園を区切っているフェンスを

撤去し、ベンチを設置するなど「おもてなし」空間づくりを進めています。また、

福住地区の観光資源である籾井城跡や住吉神社・住之江の庭などの位置を示す観光

案内看板も令和元年度内には設置完了の予定です。 

また、立杭地区においては、令和２年度、日本六古窯の一つであり、「日本遺産」

にも認定されている丹波焼の里において、国内外からの観光客らを温かく迎え入れ

るための「おもてなし」空間づくりを行います。 

具体的には、東京大学名誉教授の堀先生のアドバイスや、丹波焼陶磁器協同組合

など地元の意見を聞き入れながら、丹波焼の里の拠点施設である陶の郷から「やき

もの通り」をつなぐ動線を中心に、観光客らがゆったりと窯元めぐりを楽しめるお

もてなしベンチの設置や、立杭地域の観光資源である最古の登り窯、郷土記念物・

アベマキなどの位置を示す観光案内看板の設置を行います。 

（７）宿泊施設の振興と民泊事業 

   滞在時間を延ばし、ゆったりと観光していただくためには、宿泊施設が重要な要

素であることから、平成３０年度に「宿泊施設魅力アップ事業補助金」制度を創設

しました。市内で既に開業されている宿泊施設を対象に、増改築の場合は事業費の

２分の１以内で２５０万円を上限に、備品購入の場合は購入費の２分の１以内で１

００万円を上限に支援を行ってきました。令和元年度には、支援の対象を、既存の

宿泊施設から新たに開業される小規模宿泊施設も含めるように制度を拡充したと

ころ、新・増改築が７件、備品購入が５件という実績（平成３０年度は、増改築が

３件、備品購入が２件）となりました。令和２年度は、令和元年度の実績に鑑み、

補助金枠を１，０５０万円から１，７５０万円に拡充し、市内どの宿泊施設に滞在

しても、ゆっくりと丹波篠山の良さを感じながら過ごすことができる環境づくりを
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進めるとともに、宿泊者にとっても、丹波篠山の宿泊施設に泊まることによって何

かメリットがあるようなサービスについて検討し、宿泊者数の増加につなげます。 

また、民泊事業については、平成３０年６月１５日から「住宅宿泊事業法（民泊

新法）」が施行されていますが、兵庫県内では３０件（令和元年１１月６日現在）

が承認されており、そのうち丹波篠山市内で承認されているのは５件で、藤坂や殿

町、垣屋、杉、本明谷地内で民泊施設を開業されています。このように比較的宿泊

施設の少ない地域において民泊施設ができれば、地域活性化の起爆剤にもなります

ので、制度を拡充した「宿泊施設魅力アップ事業補助金」や既存の起業支援助成制

度を活用して、開業資金を一部助成します。 

（８）ホテルルートインの出店計画  

ホテルルートインの出店については、平成３１年３月に丹波篠山市まちづくり条

例に基づく開発行為等事前協議申出書が提出され、３回の丹波篠山市まちづくり審

議会の審議で出された意見をもとに、当初の計画を丹波篠山の町並みや景観に配慮

するため大幅に改善、修正されました。 

地元雇用や食材の活用、イベント協力などの地域への貢献も計画され、出店に多

くの市民の皆さんが賛成して期待の声も大きいことから、令和元年９月に事前協議

申出に対する回答を行ないました。 

   今後、兵庫県の景観条例に基づく景観アセスメントの手続きが行なわれており、

その後には、丹波篠山市の開発等の許可申請手続きを進めます。丹波篠山市の滞在

型の観光客を増やすためにも、早期の開業が望まれます。 

（９）丹波篠山観光ステーションの充実と駅レンタカー事業   

平成３０年１１月に、ＪＲ篠山口駅内の西側に「丹波篠山観光ステーション」が

オープンし１年余りが経過しました。現在、観光推進専門員１人とスタッフ３人を

配置し、観光プロモーション事業のほか、インバウンド対応や駅レンタカー事業な

どを行っています。外国語が堪能なスタッフが常駐し、外国人観光客への対応が可

能であることから、平成３１年１月には、ＪＮＴＯ（日本政府観光局）の外国人観

光案内所に認定され、ＪＮＴＯからの情報提供や認定外国人観光案内所専用サイト

の活用などにより、外国人観光客らに対して、よりきめ細かな対応に努めています。

これらの相乗効果から、篠山口駅観光案内所において、観光案内件数や物販（お土

産）の売り上げも平成３０年度（４月～１２月）に比べ、それぞれ１４．２％、３

９．２％の増となっています。 

また、駅レンタカー事業については、当初、月の使用台数を２３台と想定してい
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ましたが、令和元年度（４月～１２月）の月平均使用台数は約４２台で、平成３０

年度（１１月～３月）実績（約３４台）に比べ２３．５％の増となっています。こ

れらの実績や接客対応などが評価され、令和元年１１月、ＪＲ西日本レンタカー＆

リース株式会社から特別表彰をいただきました。令和２年度も引き続き、丁寧な接

客と利用促進に努めます。 

 

１０ 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整備に努めていきます。 

（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「道路・舗装維持管理方

針」「橋梁長寿命化修繕計画」および「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丹波篠山

にふさわしい整備に努めます。 

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、市道野間東線（野間地内）、

市道池ノ上赤池線（東吹下地内）、市道谷山丸山線（谷山地内）の３路線の改良工

事に取り組みます。 

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等からの要望に対して、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いますが、令和２年

度は、市道西住吉台１号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。 

集落内及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」モデル事業を実施しています。令和２年度は、市

道小立小田中線、市道小立垂水線、市道小立草ノ上線（垂水地内～小立地内）にお

いて取り組みます。 

橋りょうについては、道路法の改正にともなう５年に１度の調査点検業務を年次
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計画で進めるとともに、平成２７年度から平成３０年度に行った市道橋８１６橋の

点検結果に基づき、平成２３年度に策定した「橋梁長寿命化修繕計画」の見直し業

務を行うとともに、村雲橋（向井地内）・川代橋（大山下地内）の橋りょう修繕工

事を行い安全確保に努めます。 

また、平成２９年１０月に襲来した台風２１号により国指定重要文化財妙見堂

（藤坂）参道が崩壊しており、普通河川藤坂川の復旧と併せて早期復旧を行います。 

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、魅力あるまちづくりを進めてい

ただくため、引き続き支援します。 

兵庫県では社会基盤整備の基本的な考えとして、自然災害に「備える」、日々の

暮らしを「支える」、次世代に持続的な発展を「つなぐ」の３つの視点に基づき、

緊急かつ重要な取り組みを推進するため、社会基盤整備プログラムを令和元年に見

直しを行われています 

丹波県民局では、丹波地域社会基盤整備プログラムにより、道路や河川及び砂防

施設など、順次整備をしていただいています。 

道路整備については主要地方道西脇篠山線「味間バイパス」の早期完成に向けて

の事業推進や、主要地方道篠山山南線の「黒田バイパス」の早期事業着手への促進、

又、国道３７２号線の「飛曽山峠改修」が掲載されたことから、道路整備について

の事業促進を行います。 

河川については、安全・安心な治水対策のため、一級河川篠山川や東条川及び二

級河川武庫川及び波賀野川について河川整備の事業推進を行います。 

自然災害に対して、地域からの要望により生活基盤を事前に備える砂防施設「堰

堤」の整備や、急傾斜地崩壊対策「待受擁壁工」の整備促進を行います。 

特に城東小学校区の懸案事項であります。主要地方道川西篠山線「古坂峠」につ

いては、地域並びに広域的に重要な道路であり、四季を通じて、車は基より自転車

通行の安全・安心な道路となるように、「新城東トンネル」の整備実現、事業化に

向けて兵庫県に対して地域と一丸となって要望を行っていきます。 

また、兵庫県自転車活用推進計画に基づく、サイクルツーリズム推進のため、令

和元年度に兵庫県内で８ルート設定し、丹波県民局管内は「兵庫丹波チャレンジ２

００」をモデルルートとして、令和２年４月より兵庫県並びに丹波篠山市並びに関

係団体と自転車活用促進のため整備を行っていきます。 
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（２）ふるさとの川再生事業  

河川については、「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、「ふるさとの川再生事業」として生態系や自然環境に配慮した川づ

くりを進めています。 

平成２７年度に日置地区でモデル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ました。 

令和２年度は一級河川住吉川（味間地内）において、味間小学校に近いことから、

階段などの親水施設や、魚類などの遡上を阻害していると考えられる落差工への魚

道整備を行います。また、普通河川油井住吉川の堆積土砂の浚渫工事に合わせて、

瀬や淵の整備など、生態系を守るふるさとの川再生事業を行います。 

今後は、市内１９地区のまちづくり協議会単位で地域の象徴となる河川において、

それぞれの特色を生かしたふるさとの川づくりを進めます。 

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

工法から、自然を生かした工法に転嫁し、丹波篠山の美しい自然や生き物にやさし

い川・水路づくりを進めます。 

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」の活用を市広報やホームページなどで紹介

し、整備に対する自治会への周知や支援を行います。 

（３）公衆トイレ、公園整備 

   遠方「やまもりの湯」に隣接している公衆トイレの老朽化が激しくなったため、

利用者が安心して使用できる観光地にふさわしいトイレ改修を行います。 

丹波篠山市の観光の拠点である篠山城跡三の丸広場の公衆トイレを、洋式便器に

更新し、誰もが利用しやすい環境整備を行います。 

城跡公園南堀については、令和元年度に、ハスの花も復活しましたが、水位調整

が困難な状況であるため、排水ゲートの改修工事を行います。 

住吉台スポーツ広場の外周に設置されている、法面保護ブロックについて経年劣

化により損傷があるため、撤去を行い利用者の安全確保を行います。 

また、自然公園をはじめ市内の公園施設については、定期的に清掃を行い、市民

が気軽に訪れる公園になるよう環境整備に努めます。 

（４）ＪＲ篠山口駅整備  

ＪＲ篠山口駅については、複線電化と併せて平成９年に供用開始をし、令和元年

の実績では一日あたり平均鉄道利用者が約３，５００人あります。 
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駅前広場の西口・東口に設置している公衆トイレについては、平成２９年度に障 

がい者トイレをオストメイト設備やベビーチェア設置などの環境整備を行い、誰で

も利用できる「多目的トイレ」に改修しましたが、残る男性用及び女性用トイレに

ついて、洋式便器への改修や、明るくきれいな、使用しやすい環境にするための改

修工事を実施します。 

駅前広場の西口に設置している定期駐輪施設について、２段式の車両収納設備が 

経年劣化により損傷が激しく、修繕部品の供給も困難なことから、撤去し、平面駐

輪の施設として整備工事を実施します。 

駅東口ロータリー内に障がい者停車スペースがないことから、東口エレベータ付

近に、障がい者乗降スペース確保のための整備工事を実施します。 

また、自由通路は供用開始時から約２０年が経過していることから、利用者の安

心・安全のために、平成３０年度に自由通路橋の橋脚補修工事を、令和元年度に東

口・西口のエレベータ改修工事を実施しました。 

これからも、丹波篠山市の電車を利用される方の玄関口として、安全で安心な施

設の整備を図ります。 

（５）公共交通 

平成３０年度に路線バス、コミュニティバスや乗り合いタクシー、また、公共交

通の空白地域や空白時間帯を地区の実情にあわせて地区住民組織が中心となって

行う市町村有償運送を導入した公共交通網を２カ年間の試行期間として再編しま

した。また、路線バスやコミバスなどを補うため、タクシーを利用した際の運賃の

一部を助成する高齢者等タクシー料金助成事業をスタートさせました。 

その結果、令和元年度の見込みでは、３路線で毎日運行に再編したコミュニティ

バスの利用者は年間約６，０００人、大芋、後川、西紀中、西紀北で実施している

市町村有償運送の利用者合計は年間約２，３００人、タクシー料金助成の申請者は

年間約７００人の見込みとなっています。このうちコミバスでは「毎日運行になっ

て曜日を気にせず乗りやすくなった」、市町村有償運送では、「きめ細やかな対応

で乗りやすい」などの評価を得ており、本格運行に移行します。 

しかし、高齢化が進み移動手段に対するニーズはますます高まっており、これで

十分ということはありません。引き続き社会情勢の変化や新たな移送方法など研究

を進めます。 

（６）上水道 

浄水施設整備事業及び配水管更新事業については、安定的に水道水を供給するた
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め順次計画的に更新を進めており、令和２年度の浄水施設整備事業の主なものは、

栗柄浄水場の経年劣化した膜モジュール２系統を交換します。また、配水管更新事

業については、住山地区２カ所及び味間南地区において、老朽化した８５５ｍを更

新します。 

   令和２年度は、災害に強い水道を目指して、新たに加圧機能付きの給水車を導入

し、災害や断水時などに病院や避難所となる学校などの受水施設へ給水を可能にし

ます。また、国が進める広域連携の推進として、加東市と隣接する地域に応急給水

連絡管を設置し、相互の被害を最小限に抑える対策を講じます。 

引き続き計画的に施設や老朽管の更新を行うとともに、日々の配水流量の監視や

漏水調査による有収率の向上に努めます。また、上下水道料金の支払方法に、市税

と同様スマートフォンのアプリを使った決済サービスを導入して、使用者の選択肢

と利便性の向上を図るとともに、未収金の縮減に取り組み、経営の健全化に務め現

行の料金体系を維持します。 

（７）下水道 

   下水道処理施設の長寿命化事業について、令和元年度からの２カ年計画で、住 

吉浄化センター長寿命化工事を実施しています。また、令和２年度より新たに「ス 

トックマネジメント事業」として、篠山処理区ほかの処理施設及び管路施設の長寿 

命化事業に着手します。 

処理場の統廃合事業では、農業集落排水事業味間北処理区の処理場を、公共下 

水道事業丹南処理区の住吉浄化センターに統合するため、管路及びマンホールポ 

ンプの工事を実施します。 

   また、農工団地篠山中央地区の汚水受入れのため、管路築造工事を実施します。 

   人口減少などで、料金収入が減る傾向にある厳しい状況のなか、令和元年度より

下水道事業に地方公営企業法を適用し、経営状況や財政状況の透明化を図れるメリ

ットを活かし、経営の健全化に努め現行の料金体系を維持します。 

（８）市営住宅  

市内の２７団地、５０６戸の市営住宅は、仕事に困られている方や高齢者世帯な

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。令和２年度は、丹波篠山市営住宅長寿命化計画にもとづき、菅改良

住宅の外壁等改修工事を実施して、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は、
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退去済みの住宅を取り壊して、跡地の有効活用が図れるように取り組んでいます。  

令和２年度は、南新町住宅について、取壊しが完了した東側区画について境界測

量業務を実施して、今後の跡地の有効活用について検討します。 

（９）市営駐車場 

丹波篠山を訪れる観光客の増加によって駐車場の需要も高まっています。城跡周

辺市営駐車場１０箇所の指定管理により、適正な管理運営を行います。 

また、令和２年度で５年間の指定管理期間が終了することから、令和３年度以降

の指定管理者の選定に向けて取り組みます。 

（10）住宅耐震化の促進と危険ブロック塀の撤去 

   簡易耐震診断は、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、耐震性の調査、診断を行なうもので、特に戸建木造

住宅は診断費用を市が負担して市民の方は無料で実施しています。平成２８年４

月の熊本地震以降、診断を希望する方が増え、令和元年度は２５件の診断を行な

いました。令和２年度も引き続き診断の受診について啓発活動に取り組むととも

に、耐震診断の結果、耐震性が低い住宅を地震に強い住宅に改修するための耐震

改修計画策定費や耐震改修工事費に対する助成を実施して、市民の安全・安心な

暮らしの実現を図ります。 

   また、大阪府北部地震ではブロック塀の倒壊により大きな被害が発生しました。

このことを受け、平成３１年１２月より道路に面した個人住宅に附属する危険ブロ

ック塀の撤去を促進するための助成を実施しています。令和元年度は６件の助成を

行い、通行の安全確保に努めています。令和２年度もこの助成を継続して、危険ブ

ロック塀の撤去に向けて取り組み、市民の安全な通行を確保します。 

（11）放置空き家対策  

全国的に問題になっている空き家対策については、丹波篠山市においても大きな

課題です。丹波篠山市では、地域が直面している課題の解決に向け丹波篠山市空き

家等対策計画を平成２９年４月に策定し、その対策に取り組んでいます。 

令和２年度は２件の対策を計画しており、一つ目として、相続人がいない味間新

地内の放置空き家について、財産管理人制度を活用した法的整理の実施と、二つ目

は、倒壊などの保安上危険となる恐れのある老朽危険空き家ついて、所有者に対す

る管理指導等を行っていますが、必要に応じて、強制執行による除却を計画してい

ます。 

なお、平成２９年度に略式代執行２件（後川新田、福住）の実施と跡地活用１件
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(川原)を実施、平成３０年度は行政代執行１件（池上）を実施しました。 

空き家等予備軍の発掘や、空き家バンクの充実、ＤＩＹ住宅の促進、寄付受納制

度の創設など、有効活用に向けた施策を推進するとともに、地域からの通報や情報

提供により確認された危険老朽空き家については、現況確認を行い危険老朽空き家

の適正管理に向けた助言・指導、勧告、命令などの措置を行います。さらに、跡地

を公益的な目的に活用する場合や所有者不明かつ著しく公益を害している空き家

については、市が直接除却工事を実施し、生活環境や景観の保全、安全で安心な市

民生活の確保を図ります。 

また、不動産、法務、建築の専門家やまちづくりＮＰＯ等と連携・協働して、空

き家等に関する相談や活用方法の検討を行うとともに、市民、地域団体、県、警察、

その他関係機関と連携・協働して、総合的・効果的な対策を進めます。 

（12）地籍調査事業  

地籍とは、土地登記簿上の一区画いわゆる一筆毎の土地について、所有者や地 

番、地目などの情報であり、地籍調査は、その一筆ごとの土地についての情報調査

と土地の境界と面積を測量するものです。これにより調査結果が法務局の登記簿に

反映され、土地の取引の円滑化や境界などのトラブルの防止につながるとともに災

害復旧や公共事業の際の手続きが進みやすくなります。全国の地籍調査の進捗率は

５２％、兵庫県では２７％ですが、丹波篠山市では５％と進んでいませんでした。

このため、山林と暮らしの結びつきが大きく薄れ、所有者の高齢化など境界の情報

もなくなりつつあることを踏まえ、山林の地籍調査の実施に向けて、県や森林組合

と協議を進め、事前に森林境界明確化事業に取り組んだ高倉地区で着手しました。  

令和２年度は、現地立ち会い結果を関係地権者等へ閲覧し確認いただいた後、法

務局へ登記する準備を行います。このような、山の境界を確認する作業を通じて、

森への関心を高め、間伐など森林整備に繋げます。 

（13）公民館改修助成 

集落の公共的施設（自治会館）の新築や改築などを実施される場合に助成を行っ

ています。平成３０年度に、助成制度を見直し、助成対象事業費を２０万円以上と

して小規模な修繕にも対応していることで、自治会からは、「利用しやすくなった」

など好評をいただいています。 

令和２年度は、１５自治会に対して１５，３１８千円を助成します。 

（14）施設の長寿命化  

   公共施設の総合的かつ計画的な管理を推進するための指針として、篠山市公共施
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設等総合管理計画を策定しました。令和２年度も引き続き、施設を管理するそれぞ

れの部署において、施設の長寿命化、改修にかかる費用の平準化等を図るため、施

設の個別計画の策定に取り組みます。 

今後は策定した個別計画に基づき、公共施設等総合管理計画の見直しを行い、施

設の適正管理に取り組みます。 

（15）市有バス  

丹波篠山市自家用バスの使用を円滑にするため、丹波篠山市を代表して参加する

文化やスポーツ分野、またまちづくり協議会が実施する青少年健全育成に資する事

業など、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。 

また、令和２年３月に、市バス２台をラッピング加工し、市内外を運行し日本遺

産や特産品など丹波篠山市のブランドのＰＲを図ります。 

 

１１ 住みよいところは丹波篠山市づくり 

  医療や福祉の充実に努めるなど、「安心して住みよいところは丹波篠山市」をめざ

します。 

（１）地域医療、救急医療、看護師・リハビリ職人材対策 

   平成３０年６月に学校法人兵庫医科大学と７年間の基本協定を締結しました。基

本協定では、引き続き、丹波篠山市における地域医療の中核を担う病院として、市

民が信頼し安心して医療が受けられる病院であるとともに、新たな運営方針として、

在宅医療や医療と介護の連携への取り組み、市民に対する健康や介護予防に対する

事業の実施などについて定めています。また、医師確保をはじめ、地域医療並びに

在宅医療充実のため運営補助金を交付します。 

令和２年度も、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、安全・安心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、令和２年度も引き続き、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。 

   次に、看護師をはじめ、リハビリ職の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３０人の学生

が利用し、うち卒業した１５人は、現在も市内の病院等で勤務されています。さら
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に、平成３０年度から貸付制度の対象を理学療法士（PT）、作業療法士（OT）、言

語聴覚士（ST）の３職種についても拡大し、現在までに３人の学生が利用されてい

ます。今後、高齢者が増加し、介護サービスを必要とする方も増えると見込まれる

ため、介護福祉士の不足の解消に向けて取り組み、住み慣れた地域で安心して暮ら

し続けることができるように進めていきます。 

また、丹波篠山市国民健康保険今田診療所の医師退職に伴い、令和２年４月から

ささやま医療センター医師の派遣を受け、今田診療所所長として配置します。安定

した診療所運営の継続とささやま医療センターとの連携強化を図ります。 

（２）国民健康保険および介護保険の健全運営  

国民健康保険は、平成３０年度から都道府県が中心的な役割を担う保険制度に改

正され、丹波篠山市においても、県と市の共同運営を開始しています。県は、財政

運営の主体として安定的な財政運営や効率的な事業運営の役割を担い、市は引き続

き資格管理や保険給付、保険税の賦課徴収、保健事業などに取り組んでいます。 

丹波篠山市国民健康保険の被保険者数は減少傾向にありますが、医療費は、年々

増加しており、一人当たり医療費が高い６５歳以上７５歳未満の被保険者数が全体

の５０％を占めている状況となっています。 

このことから、丹波篠山市では、被保険者の健康増進及び医療費の適正化等を図

るため「第２期データヘルス計画」及び「第３期特定健診等実施計画」に基づき、

生活習慣病の発症予防や糖尿病の重症化予防を目的とした「糖尿病性腎症重症化予

防事業」や「特定健康診査未受診者対策事業」などの保健事業を引き続き実施しま

す。 

糖尿病性腎症重症化予防とは、糖尿病により腎臓の機能が低下することで透析に

至ってしまう状態を予防することで、介護予防、認知症予防、医療費削減の観点か

らも非常に大切な事業です。この事業は、全国で重点的に展開することとされてお

り、平成３０年度から糖尿病性腎症予防のための担当者会や市内の医師や歯科医師

等の医療関係者・介護専門職に対する研修会、被保険者のリスク該当者を対象とし

た健康セミナーを実施しています。令和２年度も引き続き関係者及び市民への啓発

や対象者への保健指導を実施するとともに、糖尿病重症化予防を切り口とした医科

歯科連携のしくみづくりに努めます。 

また、「特定健康診査未受診者対策事業」として、新たに年代別・性別ごとに健

康に対するアドバイスを印字した受診勧奨はがきの送付や電話による受診勧奨を

丁寧に行い、年間を通じ、特定健診の受診率向上に取り組みます。 
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さらに、レセプト点検、保険税の納付向上に向けた口座振替の利用促進など、引

き続き国民健康保険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３０年度から第７期介護保険事業計画(平成30年度～

令和2年度)に基づき、令和元年度は、医療的ケアの必要な方や要介護度が高くなっ

た方が最期まで在宅生活を続けられるように、看護小規模多機能型居宅介護１カ所

を整備しました。 

第７期介護保険事業計画策定時の丹波篠山市の高齢化率の推計では、令和５年ま

で高齢化率は伸びると予測しており、比例して介護認定者数や介護給付費も増加す

ると見込んでいることから、介護保険制度の維持、増加する介護サービスの需要に

対応すべく、介護保険財政の健全化に取り組みます。 

高齢者の日常生活を介護保険サービスだけに頼るのではなく、高齢者の自立支援、

介護認定を受けている方について介護の重度化防止にむけて、本人や家族地域住民、

医療や介護の専門職が「我が事・丸ごと」として捉え、みんなで支え合う仕組み（＝

地域包括ケアシステム)づくりを推進しています。 

また、サービスの適切な提供を担う介護支援専門員に対し、介護計画（ケアプラ

ン）作成等の研修や相談体制を充実させるとともに、リハビリ職によるケアプラン

点検を引き続き実施し、介護給付費等の適正化や質の高いケアマネジメントが行え

るように取り組み、介護保険の安定した運営につなげます。 

第８期介護保険事業計画（令和3年度から令和5年度）策定に向けては、市民への

アンケート調査や介護サービス事業所等へのヒアリングを実施し準備を進めます。 

介護保険事業の財源確保の取り組みとしては、介護保険料の普通徴収（納付書払

い）該当者の保険料納付窓口を拡充するため、コンビニ納付に対応するシステム改

修を進めます。 

（３）健康づくり  

   丹波篠山市では、「胃がんゼロのまち」を目指して、全国に先がけ中学生のピロ

リ菌検診を導入、また、集団健診においても、２０歳からの胃がんリスク検診を導

入してきました。 

令和元年度は、その対策をさらに進める目的で、対策型のがん検診として認めら

れた胃内視鏡検診（胃カメラ）の導入を丹波篠山市医師会と検討してきました。令

和２年度は、具体的な導入に向け、丹波篠山市医師会、兵庫医科大学専門医を委員

とする「胃カメラ導入準備員会」を立ち上げ、令和３年度からの実施を目指します。 

中学１年生全員を対象にした「中学生ピロリ菌検診」および、精密検査で陽性と
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なった生徒に対する除菌治療の費用助成も引き続き実施します。なお、令和元年度

のピロリ菌検診受診率は９３．７％でした。 

乳がん予防について、令和２年度も、ピンクリボン運動に合わせて１０月の休日

に乳がん検診を実施し、乳がん検診の機会を増やすとともに、予防意識を高め、積

極的な乳がん予防を推進します。 

また、他のがん検診では、子宮頸がん、乳がん、大腸がん、肝炎ウイルス検診、

胃がんリスク検診について節目年齢の検診対象者に対して無料検診を実施し、がん

予防に取り組みます。 

先述した糖尿病をはじめとする、生活習慣病対策及び高齢者のフレイル（虚弱）

対策においても歯科保健は重要な事業です。それを強化するため、令和元年度より、

歯科衛生士を非常勤から常勤体制へと拡充し、事業の強化を図っています。 

センター健診では、メタボ該当者及び喫煙者を対象に歯周病検診を実施するとと

もに、現在行っている節目対象者への歯周病検診に於いて、市歯科医師会のご協力

のもと、５１歳の方を対象に歯の無料クリーニングを実施しました。 

令和２年度は、３１歳の方への歯周病検診と無料クリーニングを加えて実施し、

より若い世代への歯科保健に対する関心度や予防意識を上げ、定期受診の定着を図

ります。 

令和元年度に引き続き、未受診者対策、要精検者へのフォロー、後期高齢者への

口腔機能低下者への個別指導等を強化・充実させていきます。また、高齢者対象の

いきいきシルバー健診結果で、口腔機能が低下している人等に対して、積極的に訪

問指導を行います。 

（４）食育の取り組み 

丹波篠山市の食育は、「学校給食日本一」に裏付けられるように、関係機関が連

携して積極的に推進し「食と農の都」を目指しています。平成２９年度に策定した

第３次食育推進計画（平成30年度～令和4年度）では、丹波篠山米のごはんを中心と

した基本的な食事の習慣の確立や、学校給食における地元農産物の活用、口腔の健

康づくりの更なる推進、また、日本遺産認定を受けて、（デカンショ節に唄われて

いる）丹波篠山の郷土料理を丹波焼とともに楽しみ、豊かな食文化を継承し、丹波

篠山の豊かな食文化を、未来を担う子どもたちに伝えることなどを盛り込みました。 

今後も本計画をもとに、関係機関が連携してさまざまな食育の取り組みをさらに

推進していきます。 

一年間の食育推進事業の集大成で、令和２年度で第１０回目となる「丹波篠山市
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食育推進大会」は、「地域の食育」をテーマに開催し、関係機関の連携を深め、市

民に食育の大切さを啓発していきます。 

（５）高齢者福祉の充実と介護予防 

令和２年１月１日現在で市内の６５歳以上の高齢者の方は、合計１４，０９３人

で、高齢化率は３４．１％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

社会づくりを進めます。 

増え続ける認知症高齢者については、保健師や医師などの専門職がチームとなっ

た「認知症初期集中支援チーム」が、支援計画に基づき支援し、適切な医療や介護

サービスが利用できるように取り組んでいます。この活動を充実させるためには、

市民の皆さんや関係機関の皆さんから早期に相談をしていただくことが重要で、活

動の周知・啓発に努めます。 

また、「認知症高齢者等の見守り・ＳＯＳネットワーク」の仕組みにより、事前

登録されている方が、自宅に帰れず行方不明になった際、早期に安全に家族のもと

へ帰宅することができています。このことは、「地域の方の見守りや声掛けが自然

にできている」と考えられます。さらに、このような地域を増やしていくために、

これまでから取り組んでいる「認知症サポーター養成講座」に合わせた声掛け訓練

を実施します。また、令和２年度からは、「認知症高齢者等の見守り・ＳＯＳネッ

トワーク」に加えて、ＧＰＳ端末を所持される方に対して、初期費用を助成します。 

そのほか、市内で５カ所開催されている「認知症カフェ」は、認知症の当事者や

その家族、支援者などが気軽に集まる集いの場です。今後も、日常生活圏域に１カ

所の開設と継続を目指し、支援します。市民の皆様に認知症について正しく理解し

ていただき、認知症の当事者やその家族が安心して暮らせるお互い様の地域づくり

を継続していきます。 

また、住民学習や企業等に対して「認知症サポーター養成講座」を積極的に実施

していくともに、文部科学省も推奨しているように、小・中学生への「認知症サポ

ーター養成講座」を多くの学校で実施し、子どもたちが、思いやりや尊敬の心を育

んでいけるよう、学校関係者とも連携していきます。 

今後、認知症のある一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増える中、通院や買

物、金銭管理などの課題が増えてくることが予想されます。 

平成３０年度から実施の「訪問理美容サービス事業」により、介護保険の要介護

認定３以上の方と、身体障害者手帳１級、２級の所持者のうち下肢及び体幹障害の
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方を対象に、清潔の保持や生活に張りを持ちながら、いきいきと在宅で過ごしてい

ただけるよう、自宅で散髪やカットを受ける際の出張費を助成します。 

また、７５歳以上の方を対象に「高齢者タクシー料金助成事業」を平成３０年７

月から実施しています。この事業は、公共交通再編に合わせ、高齢者の外出の機会

と社会参加の拡大を図ることを目的に、タクシー料金の一部を助成します。 

高齢者の誰もが、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられることを目指し、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、地域課題の解

決に取り組みます。 

西紀老人福祉センター・デイサービスセンターは、令和２年度からも引き続き、

医療法人社団紀洋会を指定管理者とし、今後もより一層、地域に密着して高齢者の

心身の健康を保持し、ふれあいを深めるとともに相談、指導等の援助を行うなど高

齢者福祉の増進を図ります。利用者がより安全で快適に過ごすことができる施設と

なるよう、大規模改修工事を実施し、施設の長寿命化を図ります。 

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すすめるため、地域

に密着した事業展開として、まちづくり協議会と事業所と市が協働して、錘（おも

り）を使って行うデカボー体操を取り入れた「地区いきいき塾」を実施しています。

平成３０年６月に１９地区すべてにいきいき塾が立ち上がり、元気回復の場となる

介護予防の拠点が整い、継続実施しています。平成２７年度～平成３０年度の評価

では、参加者の方の体力測定の結果、維持もしくは改善した方が８６％、また「自

分が健康だと思うか」という健康観の問いでは、維持もしくは改善したと答えた人

が８９％と高く、参加者からも「杖なしで歩けるようになった」「腰痛が治った」

などの感想が多く聞かれるなど、介護予防の効果も上がっています。また、年一回、

それぞれの地区において「地区ミーティング」を実施し、関係機関が地域の情報共

有や課題を出し合い、より良い地域づくりにつなげます。 

また、同時に、自治会単位の、住民主体でデカボー体操を広める「いきいき倶楽

部」の立ち上げと継続支援を行っていて、令和２年１月現在、令和元年度の目標７

０カ所に対して６８カ所が立ち上がっています。令和２年度は８０カ所をめざして

支援します。 

高齢者の健康状況を把握するため、令和元年度～２年度の２カ年の計画で、郵送

による「いきいきシルバー健診」を実施しています。２５項目の基本チェックリス

トによるハイリスク判定を基本に、認知症の早期発見や口腔フレイル（口腔機能低
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下により虚弱になっている人）への対策を強化できる項目を盛り込み、令和元年度

は６５歳から７５歳までの方に実施しました。令和２年度は、７６歳から９９歳の

方を対象に実施し、介護予防の早期支援が必要な方に対して、元気回復を促します。 

なお、令和元年度（６５歳から７５歳）のシルバー健診の結果は受診率５０％、

うち、２１％の方が、早期支援を必要とする方でした。その方たちを対象に地域包

括支援センターと連携して家庭訪問を実施し、いきいき塾等への参加をお誘いする

など、介護予防につなげていきます。 

（６）老人会組織の支援 

令和元年度は、８９の単位老人クラブ（４，５１４人）が丹波篠山市老人クラブ

連合会に加入されています。 

   老人クラブでは、高齢期を楽しく、生きがいをもって、健康で自立した暮らしを

続けるために、身近な仲間と支え合いながら、「健康」「友愛」「奉仕」の活動に

取り組み、住みよい地域づくりを進めています。今後は、地域での「お互い様」活

動を推進する中心的な役割や介護予防への取り組みも期待されるところです。 

   これらの活動を実施される老人クラブに対しては、国県補助金以外に、会員数が

多いクラブに対する加算補助や、国県補助金の対象外である「会員数が少数の老人

クラブへの補助」を市単独事業として継続的に実施していきます。 

（７）権利擁護  

「ふくし総合相談窓口」、「高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター」、「生

活困窮者自立相談窓口」で、高齢者や障がい者への虐待や経済的困窮など権利擁護

に関する相談支援を行っています。その内容は、複雑・多様化しており、一つの課

や係りで対応できるものばかりではありません。さらに、担当する部署が支援する

期間も長期化し、庁内外の支援者が連携していく必要性が強まっています。 

   令和元年度の機構改革において、高齢・障がい・児童・生活に関する相談支援を

一体的かつ円滑に行うため、長寿福祉課と社会福祉課を横断する「総合相談・支援

グループ」を組織しました。それぞれの専門相談員が連携することで、ケースに合

った適切で的確な支援が行えるよう努めます。 

また、平成２９年８月から、法律職や福祉職で構成するＮＰＯ法人に委託した「丹

波篠山市高齢者・障がい者権利擁護サポートセンター」において、今後も、市民の

皆様に、権利擁護支援について関心を持っていただけるような周知啓発や研修会な

どを開催し、権利擁護支援に関する人材育成にも努めていきます。 
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（８）災害時要援護者への取り組み 

丹波篠山市では、高齢者や障がいのある方などで災害時の避難に支援が必要な方

が、その方に合った支援が受けられるよう、自治会や民生委員・児童委員の協力を

得て「見守り台帳」の整備を進めています。 

令和元年度には、見守り台帳をさらに実効性の高い避難支援とするために、介護

支援専門員等の福祉専門職と地域の支援者が協力し、東岡屋自治会をモデル地区と

して個別支援計画（災害時ケアプラン）作成事業（防災と福祉の連携促進モデル事

業）に取り組みました。 

この取り組みを通じて、支援が必要な方やその家族に対して防災に関する理解を

していただくことや、地域の方々へのお互い様活動の大切さを改めて認識できまし

た。また、この取り組みには、介護支援専門員等のかかわりも重要です。 

令和２年度は、さらに災害時ケアプラン作成の実効性を高めるため、２つの自治

会をモデル地区として本事業を実施していきます。 

（９）障がい者福祉  

丹波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、平成２９年度に策定した『障がい者基本計画』と『第５期障がい福祉計

画・第１期障がい児福祉計画』をもとに施策を推進するとともに、令和３年度から

令和５年度の３カ年の『第６期障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画』の策定

を進めます。 

これまで、心身の発達に支援が必要な児童に対し日常生活動作の指導等を行って

きた、こども発達支援センターから、嘱託医の配置、屋外遊戯場の設置、給食の提

供等のサービスを充実させた『児童発達支援センター』として令和２年４月に開設

します。 

また、障害者総合支援センタースマイルささやまについては、パン工房用ミキサ

ーなどの備品等の更新を進めます。 

令和２年度において、障害福祉サービス事業所等に通所等されている利用者支援

として、事業所等利用者の不安や疑問を解消し、障がい福祉サービスの質の向上に

つなげるために、市内にある障害福祉サービス事業所等に障害者相談員等を派遣す

る「障害福祉サービス事業所等相談員派遣事業」を実施します。 

平成２７年度に策定した『丹波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丹

波篠山市をめざします。令和２年度においては、喫緊の課題となっております手話



- 51 - 

通訳者の養成について、これまでから取り組んでいる手話奉仕員養成講座や手話通

訳者養成講座などの各種講座の実施に加え、兵庫県手話通訳者の登録要件となる、

全国手話通訳者統一試験の対策講座を実施します。また、市職員の手話を学ぶ機会

として、引き続き朝礼時における手話でのあいさつの唱和や、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に支援します。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、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、常時車いす

が必要な障がいのある方を対象とした介護タクシーを利用した際の運賃の一部を

助成する『障がい者外出支援サービス』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、令和元年度年より共催開催となりました「兵庫

・丹波篠山とっておきの音楽祭」や全国車いすマラソン大会、障がい者スポーツフ

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支援し、

障がい者支援施策の充実に努めます。 

（10）生活困窮者、ひきこもり、自殺対策 

生活保護受給世帯は、令和２年１月１日現在１６３世帯で、前年同期と比較して

４世帯の減少となっています。高齢者世帯が全体の約６２％を占めており、無年金

世帯や、年金だけでは生活ができない世帯の割合が高くなっています。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により自立をめざしま

す。また、生活困窮者自立支援相談窓口による早期の相談により課題解決を図ると

ともに、ホームレス支援として一時生活支援事業を実施します。 

ひきこもり対策は、ひきこもり支援検討委員会を中心に、取り組みます。当事者

や家族への理解や対応を学ぶ、「ひきこもり支援者養成研修」を開催し、理解者・

支援者を増やします。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。 

兵庫県の自殺者数は、平成３０年は、平成２８年、２９年に引き続き１，０００

人を下回る８８５人となりました。丹波篠山市では、平成２８年は１５人、平成２

９年は７人、平成３０年は６人で、減少しているものの今なお深刻な課題です。平
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成３０年度において策定した「自殺対策推進計画」で重点施策に定めている、『働

く世代のメンタルヘルス対策』、『高齢者への対策』、『生活困窮者対策』の３施

策を柱として、「こころのケア相談」の開催や、「ふくし総合相談窓口」の充実、

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

策研修や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みます。 

また、令和２年度においては、市保健師等が初期介入スキル研修を受講するとと

もに、そのスキルを民生委員・児童委員等の研修でさらに広げ、悩んでいる人に寄

り添い、必要な支援につなげ、見守る役割の「ゲートキーパー」育成に取り組みま

す。 

（11）人権尊重のまちづくり 

一人ひとりの人権が尊重された社会の実現のため、人権の意識啓発の取り組みと 

して、人権のつどい、人権フェスタ及び人権講演会などを実施するほか、地域サポ 

ート職員制度を生かし、「住民学習」や「人権・同和教育地区研究大会」の支援を 

行います。あわせて、ＰＴＡ・企業等独自の人権教室等についても支援を行ってい

きます。この「住民学習」「人権・同和教育地区研究大会」は、長い歴史があり、

その間、多くの方に、気付き、学びの場として活用いただいてきました。この継続

的な取り組みが、住み良い地域づくりに役立っているものと考えます。なお、令和

２年度の住民学習は、職場や地域で外国の人が増加傾向にある中、多文化共生社会

を実現するため「外国人の人権」をテーマに学習を進めていきます。 

また、近年のネット社会に対応するため、「インターネットモニタリング」を実 

施し、掲示板などに差別的な書き込みを発見した場合は、削除要請をします。さら

に、令和元年度に決定した人権標語の優秀作品の懸垂幕を作成し、本庁、支所に掲

示し、市内全域に人権意識の高揚を図ります。 

（12）男女共同参画 

女性の活躍が進むことは、女性だけではなく、男女が共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繋がるものと考えます。男女共同参画の推進と女性 

が活躍する社会実現のため、情報冊子「フィフティ」の発行、「輝く女性応援ホー 

ムページ」の充実、講演会やセミナーを実施し、意識啓発を行います。 

   また、令和２年度には、第１０期女性委員会において、女性問題や市政について 

の意見・提言に向け、各種施策等の調査研究を進めます。あわせて、男女共同参画  

プラン策定委員会を設置し、令和４年から取り組む「第３次丹波篠山市男女共同参 
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画プラン」の策定に向け、現行の第２次プランの総括及び市民意識調査を行います。 

（13）ふれあい館 

   市内５館のふれあい館では、地域の福祉の向上および人権啓発における住民の交 

流拠点となるコミュニティセンターとして、相談業務や地域交流事業などを行って

います。相談業務では、安心して相談できるよう心掛けるとともに、内容に応じて、

関連部署と連携を図りながら対応します。地域交流事業では、女性や高齢者などを

対象に教室やサロン等を開催し、地域内外の交流を進めます。また、安全・安心な

施設管理を推進するため、順次、耐震診断を進めます。 

   新しい取り組みとして令和２年度には、部落史研究委員会を設立し、３カ年で「古

文書」を研究し、江戸時代の差別施策の検証、被差別部落の生活解明を図ります。 

（14）丹南児童館 

   丹南児童館は、１８歳未満の子どもを対象に、「遊びを通した子どもの育成」「家

庭の子育て支援」「地域の子育て環境づくり」を柱に児童の健全育成に取り組んで

います。毎週木曜の「なかよし学級」や長期休業日の「子ども教室」、協調性や自

立心を育む「こどもキャンプ」など、様々な体験やふれあいを通じて、たくましく

生きる力を育んでいます。近年、利用者は増加しており、引き続き、子どもと保護

者の心地よい居場所となるよう取り組みます。 

（15）多文化共生、外国人住民への支援 

市内には、令和元年１２月末日現在約８６４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、人数の多い順に、ベトナム、ブラジル、フィリピン及

び韓国・朝鮮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、病院への同行通訳及び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。 

近年、特にベトナムからの在住者は平成２８年４月に約７０人であったものが令

和元年１２月には約４.５倍の３２７人と急増しています。その要因のひとつとし

て、介護福祉士を目指されている学生が、篠山産業高校丹南校跡地の篠山学園に就

学されることから、平成３０年度にベトナム語の生活ガイドブックを作成し、市と

して受け入れ支援の体制を充実させました。令和２年度においては、英語、ポルト

ガル語、中国語の生活ガイドブックをさらに充実したものに更新することで外国人

支援を継続しておこないます。 

   加えて、平成３０年度に市民交流都市締結を行ったフエ市のあるベトナムからの
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在住者が急増したこともあり、令和２年度に、第１回目となる国際文化交流ベトナ

ムフェスティバルをＮＰＯ法人篠山国際理解センターや地域と連携して開催し、相

互理解と交流をさらに深めます。 

また、フェスティバルの開催に伴い、ベトナム国籍以外の方にも、市内で生活さ

れる外国人住民の情報交換と交流の場とします。 

（16）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２９年度には、丹波篠山市個人情報保護条例に「裁量的開示」条項を追加し、

それに伴い「丹波篠山市住民票の写し等本人通知制度に関する条例」を改正し、要

綱を作成して丹波篠山方式と言えるような開示請求者の申出書と交付請求者の報

告書を比較考慮して、開示を判断する仕組みを確立しました。その結果平成３０、

３１年度には、開示請求８件に対して６件を開示しました。また、令和元年度の住

民学習の際には、本人確認証明書無しで本人通知登録の申出書預かりを行い、登録

者の増加を図ることにより、令和元年１２月末現在１，４１６人となっています。

今後も様々な方法を用いて、精力的に登録者数を増やし、令和２年度末に登録者数

２，０００人をめざします。 

（17）防災 

各地域の防災訓練については、訓練経費に係る補助、訓練資機材を貸与するなど

して、訓練が積極的に行われるように支援します。また、平成３０年度から実施し

てきた兵庫県の「防災と福祉の連携促進モデル事業」を令和２年度は市の単独事業

とし、モデル地区を指定して継続実施します。避難行動要支援者の避難に繋がるよ

う自治会や福祉専門職も一体となって取り組みます。 

また、避難所の資機材充実のため避難所備品として乳児用液体ミルクとその容器

から直接飲むことができる吸い口（乳首）やプライバシー保護のための間仕切りな

どの資機材を備蓄します。 

   防災行政無線の篠山地区、丹南地区、城東地区（後川除く）エリアについては、

機器の老朽化に伴い、現在のアナログ設備を各戸受信機も含めてデジタル設備に更

新し、情報伝達能力の安定と向上を図ります。 

加えて、現在兵庫県において土砂災害特別警戒区域（レッド指定）の見直し調査



- 55 - 

が進められており、令和２年の秋頃に完了する予定となっています。 

   県の見直しが完了後、そのデータを反映させて丹波篠山市「防災マップ」を作成

し全戸配布いたします。 

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や、高齢者、障がい者、女性および子どもにもやさしい防災対

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

ら取り組みを始め、平成３０年度までに１５５自治会が防災マップを作成されまし

た。令和元年度は７自治会で取り組まれ、合計１６２自治会で実施していただきま

す。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、令和２年度も引き続き未実施の自治会に呼

びかけ、３０の自治会で取り組んでいただけるよう推進します。 

（18）原子力防災  

丹波篠山市は、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－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、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年度から全国に先がけ、原子力

発電所から３０キロメ－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、成長期の子どもに高いとされています。  

令和元年度は、平成２８年度に受領された方の更新手続きを実施し、更新対象者

７９１人の内３２７人の方に受領していただき、更新率は４１．３％となりました。

また、平成２７年度からの５年間で、３歳未満の乳幼児には延べ９２０人、３歳以

上１３歳未満の子どもには延べ３，０２３人、１３歳以上の方には延べ１万８７１

人の方に受領いただきました。 

令和元年度における受領率は、３歳未満の乳幼児は５２４人で６４．５％、３歳

以上１３歳未満は１，６７３人で５０．１％となりました。 

令和２年度は、これまでに配布した皆さんのデータを整理し、効率的に更新情報

を発送するシステムを導入するとともに更新事業として、平成２９年度の受領者に

対してダイレクトメールを発送し周知を行います。なお令和２年度の更新者と新規

受領者の事前配布事業は５月から６月にかけて６会場６日間で午前、午後の計１２

回実施します。 

今後も市民の安全・安心のため原子力災害に対する備えを整えるとともに安定ヨ
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ウ素剤の事前配布事業を行います。 

（19）消防、救急業務 

令和元年中の火災件数は２７件で、平成３０年より３件減少しています。また建

物火災が平成３０年は１０件でありましたが、令和元年は８件となっています。 

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。 

消防施設の整備は、消防団第１９分団第２部の不来坂地内の消防団詰所兼車庫新

築工事、ポンプ車輌２台の更新、細工所地内において防火水槽の新設を行います。 

消防本部で、消防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、兵庫県消防学校の専科教育である救助科、特殊災害科、火災調査科、

災害現場指揮科等に入校させるとともに、幹部教育として中級・上級幹部科にも入

校させ、組織力の向上を図ります。 

    高規格救急自動車は、購入から８年が経過し、１７万キロ以上走行しているため、

更新計画に基づき更新します。購入する車両には最新式の観察機器等を積載し、増

加する救急出動に対応します。 

救命率の向上に大きく貢献できる救急救命士を常時救急車に２名乗車できる体

制を確保するため、令和元年度に引き続き１名を養成し、気管挿管及びビデオ喉頭

鏡の認定取得のため、各２名の病院実習を行います。 

また、薬剤認定救命士（２９名）の中から４名を県消防学校へ派遣し、処置範囲

拡大２行為（心肺停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び血糖値測定・ブドウ

糖溶液の投与）講習を受講させ認定救急救命士を養成します。 

メディカルコントロールを担う医師と連携し、救急業務全般を教育指導する指導

救命士を育成し、救急業務の質の向上を図ります。 

住宅防火対策の推進については、各地域での講習会や消防訓練時に住宅用火災 

警報器と消火器の設置や取替えの推進に取り組みます。また、商業施設等におい 

て住宅火災予防の啓発を実施します。 

春と秋の火災予防運動期間中には、女性消防団員、電気事業者、ガス事業者及 

び民生委員・児童委員と連携して高齢者宅の火気器具の取扱いなどを点検する住宅

防火診断を実施し、高齢者を火災から守り、安心して暮らせるまちづくりに取り組

みます。 
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（20）外国人や聴覚・言語機能障がい者の方々の緊急時の対応について【新規】 

令和２年度は、「三者間同時通訳」「Ｎｅｔ１１９緊急通報システム」「多言語

翻訳アプリ（救急ボイストラ）をインストールしたタブレット」を導入します。こ

れにより、下記のことができるようになります。 

①外国人からの１１９番通報時に外国人、消防本部及び電話通訳センターとの三者 

間で同時通訳 

②口頭による通報が困難な聴覚・言語機能障がい者の方々が、スマートフォンなど 

からＷｅｂサイトにアクセスし、ボタン操作や文字入力による通報 

③救急現場で外国人や聴覚・言語機能障がい者の方とタブレットを使用した音声や  

文字による会話が可能になるほか、災害現場との情報共有 

外国人や聴覚・言語機能障がいの方々が、緊急の事態に、円滑にコミュニケーシ

ョンを取り、安全・安心が確保されるように、取り組みます。 

（21）防犯、防犯カメラの設置  

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・安心なまちづくりへの取り組み、また、地域で

の防犯活動をより一層効果的なものとするため、犯罪抑止力のための防犯カメラの

設置や防犯用品の更新などに対し引き続き補助を行います。 

平成２８年中は、刑法犯数は３８２件ありましたが、平成２９年度に市内公共施

設５カ所（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及び篠山城跡三の丸西）の駐車場に、それぞれ２台の防犯カメ

ラを設置し、さらに平成３０年度には、ＪＲ篠山口駅の東口及び西口並びに中央図

書館に防犯カメラを設置しました。その結果、令和元年度は、刑法犯数が１９５件

に減少しました。 

防犯カメラの設置補助は、令和元年度に１１台、８８万円の補助を行い、令和２

年度は、１５台の設置補助を見込んでいます。また、防犯用具更新については、令

和元年度、１団体３万円の補助、令和２年度は、１０団体３０万円を見込んでいま

す。 

（22）丹波篠山市からゴミを海に流さない 

プラスチックごみが河川から海洋へと流れ込み、細かく砕かれたプラスチック（マ

イクロプラスチック）に、有害物質が付着し、それを魚が食べ、食物連鎖により人

の体内に取り込まれ悪影響を及ぼす、マイクロプラスチック問題が世界的に議論さ

れています。対策として、例えばプラスチックストローを紙に代替するなどプラス
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チック使用削減が世界的な動きとなっています。 

   また、プラスチックゴミに限らず、すべてのゴミの削減、ゴミの不法投棄をなく

し、美しいまちをめざします。 

① マイバック運動、３０・１０運動 

 プラスチック製品削減に向けてレジ袋を使用しないため、買い物かごや買い物

袋を持参していただく「マイバッグ運動」に取り組んでいます。特に、令和２年

７月からのレジ袋有料化に合わせて、店頭啓発活動の回数を増やすなど、さらに

運動を強化していきます。 

加えて、食べ残しを無くすため、宴会などで開始の３０分、終わりの１０分前

には自席にもどり、食事を楽しむ「30・10運動」を推進します。 

② ごみゼロ市役所、ごみ減量と「ゴミ博士」雑がみ回収促進袋の活用 

市役所では「ごみゼロ市役所」の取り組みに、全職員が協力してごみの分別、

資源化を行っています。可燃ごみ袋の消費枚数を、平成２７年度、１万７，００

０枚から令和元年度では目標の８０％削減に対し約７０％削減に留まり、達成で

きませんでした。令和２年度も引き続き８０％削減達成に向けて再挑戦します。 

また、令和元年度中には、ごみ削減のためのＤＶＤを作成し全自治会に配付す

る予定です。このＤＶＤを活用した住民学習会や出前講座に清掃センター、市民

衛生課の職員が「ゴミ博士」として出向き、ごみ分別の詳しい説明をする中で、

家庭、事業所から出るごみの減量化を推進します。 

    さらに、外国人住民の方にごみの分別等を理解していただくため、令和２年度

からすべてのごみ袋の注意書き等を５カ国語で記載します。 

    また、令和元年度に全戸配付する雑がみ回収促進袋を活用して、雑がみの分別

回収を推進します。 

加えて、生ごみ削減の取り組みとして、生ごみから手軽に堆肥がつくれるダン 

   ボールコンポストを普及させるため、コンポストの作り方講習会を開催し、材料 

   の販売窓口を各支所や清掃センターに拡大して手軽に購入できるようにします。 

  ③ ゴミのポイ捨て、不法投棄の防止 

ごみの無い美しいまちをめざし、ごみのポイ捨て、不法投棄防止のためのパト 

ロールや看板設置を行っていますが、依然として道路や河川のごみは無くなって 

いません。全市の取り組みとして、各自治会の衛生委員にクリーングリーン作戦 

と合わせて環境美化を呼びかけていただくとともに、丹波篠山市保健衛生推進協 

議会が主となって、兵庫県の関係部署と自治会長会や市議会の協力得て、年１回 
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の環境美化パトロールを行うとともに、日頃から市のグリーンリーダが巡回も行 

っています。パトロール等で不法投棄の目立った場所には防止のためのネットの 

設置や、防犯カメラを活用して不法投棄の防止に努めます。 

また、路上喫煙禁止区域のＪＲ篠山口駅周辺と篠山城跡周辺では、毎月環境推 

進委員（衛生委員）の協力のもと、路上喫煙やタバコのポイ捨て防止のため、パ 

トロールと啓発活動を行い、清掃などの環境美化活動とあわせて継続していきま 

す。 

（23）悪臭防止規制の検討【新規】 

   悪臭防止規制として、現在採用している「物質濃度規制」に対して、環境省が自

治体に推奨している「臭気指数規制」を調査研究し、他市の状況などを参考にし、

導入を検討します。 

（24）交通安全  

令和元年の市内の交通事故件数は、人身事故が１１０件で、過去５年間で最も少

なく、平成２９年と比較すると７５件減っていますが、死亡事故は昨年０件から２

件となりました。今後も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。くわえて

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、暗い夜道での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、交通安全のためのガードレールやカーブミラ

ーについても整備を進めます。また、近年、問題となっている高齢運転者の交通事

故防止対策として、国が令和２年度より取り組む予定の、アクセルとブレーキの踏

み間違い時の事故を防止するための安全装置購入・設置に係る費用の一部補助に加

えて、丹波篠山市も追加しての補助を令和２年度より実施します。 

（25）消費生活相談 

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。

新元号に便乗した不審な電話や架空請求に関する相談など、最近の相談内容は多様

化・複雑化して相談件数も増加しているため、消費生活相談員の研修強化に努める

とともに、平成３０年度から弁護士資格を有する市職員を採用したことで、毎月２

回で定員８人の無料法律相談を４回で定員１６人に拡充しました。今後も引き続き、

困難な事案の解決に向けて、相談窓口の充実を図ります。 

また、平成３０年度から実施している消費生活相談員が実施する高齢者対象の出
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前講座も平成３０年度は７件、令和元年度は１６件と、件数が２倍になりました。  

今後も消費生活情報の提供や周知など出前講座を継続するとともに、令和元年度

から実施している市内小・中学校の児童生徒に対してもインターネット詐欺や携帯

電話トラブルに巻き込まれないように出前講座を実施し、被害の未然防止のための

取り組みを継続していきます。 

（26）丹波篠山映像（ええぞ～）祭２０２１ 

令和元年度は、全国アマチュアビデオコンテスト「丹波篠山ビデオ大賞」の名称 

を「丹波篠山市映像（ええぞ～）祭に改名し、従来の映像コンテストに加え、新た 

に映像体験イベントを実施し、午前、午後の部に延べ４１１人の皆さんにご来場い 

ただきました。 

令和２年度においても、映像を通して、日常の中にある豊かさに気づき、生きる 

力、人のつながり、心の豊かさを育む大会となるよう、実行委員会や関係者と連携 

して取り組みます。 

（27）多様な公民館活動の実施 

公民館では社会教育の一環として様々な事業の実施や団体の支援等に取り組ん

でいます。 

高齢者の楽しみや生きがいづくりの支援として、高齢者自らの積極的な社会参加 

をめざし、生涯学習の場を提供する「丹波篠山市高齢者大学」を市内７学園で開講

します。「丹波篠山市教育大綱」にも掲げている学校との連携による高齢者と子ど

もたちの交流事業も７学園全てで実施します。 

   また、受講生有志のサポーターによる企画立案のもと、現地学習を行う「丹波さ

さやま市民文化講座」、丹波篠山の魅力を再発見する現地学習を行う「丹波ささや

まおもしろゼミナール」、地域に伝わる古文書から歴史を学び古文書に親しむ、「古

文書入門講座」を歴史文化に関する郷土愛を育む事業として実施します。 

   ０歳児の育児を通して親子の絆を深め、親同士の交流の輪を広げる“親子の絆づ

くりプログラム”「赤ちゃんがきた！」と幼児期の育児をテーマとした「きょうだ

いが生まれた！」を実施し、家庭教育を支援します。 

   食育に関する事業として、丹波篠山の食材を使った新しい食文化を創造する「創

造コース」と、郷土料理を作れる人材を増やし丹波篠山の食文化を伝える「伝承コ

ース（基礎編・応用編）」の各２コースを行う「郷土味学講座」を実施します。 

夏休み期間中には、学校給食の人気メニューを作る、小学生等とその家族を対象

とした「かぞくdeおいしんぼクッキング」を実施します。 
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また、成人としての門出を新成人自らが実行委員として企画運営に参画する「成

人式」、実行委員会を中心に各地区で開催される「文化の祭典」の支援を行います。 

その他、市民の健康増進や体育の振興を図るため、丹波篠山市体育振興会連絡協

議会主催の「グラウンドゴルフ大会」や「新春駅伝大会」の実施、各地区の体育振

興会が実施する体育行事やスポーツ大会の実施、丹波篠山文化の普及・継承や青少

年健全育成を図るため、文化活動団体や青少年健全育成活動団体の支援を行います。 

郷土料理レシピ本「よろしゅう おあがり」を平成２８年度に製作し、平成２９

年度から郷土味学講座の伝承コース基礎講座のテキストとして活用しています。令

和２年度はそのレシピ本の第２弾を製作し、令和３年度から第１弾と同様に販売す

るとともに応用講座のテキストとして活用し、郷土料理を作ることができる丹波篠

山の食文化を後世に伝える人材をより増やします。 

（28）市民ニーズに沿った田園交響ホールの利活用 

文化芸術を通じて、人と人が集い「交流」できる拠点として、文化ボランティア

や創造に意欲をもつ市民の力を積極的に取り入れ、利用者が親しみやすい環境づく

りに努めます。 

また、市民が希望する公演と、質の高い舞台芸術のバランスを考慮しながら子ど

もから大人まで誰もが楽しめる魅力ある公演を展開します。 

その中でも、世界的指揮者の佐渡裕氏率いるスーパーキッズオーケストラの合宿

を兼ねた演奏会や、俳句の先生としてメディアでも有名な「夏井いつき句会ライブ」、

市内管弦楽団体を中心として県内の交響楽団が一堂に集い演奏を披露する「兵庫県

交響楽祭」、市民自らが企画運営する「市民共同企画事業」として「大阪桐蔭高校

吹奏楽部」を招いての演奏会など全１３事業実施し、優れた芸術・文化に触れ、心

豊かな生活を支援します。 

（29）全国の自治体、海外の都市との交流 

平成２３年度から、丹波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年度には愛知

県犬山市、平成２８年度には愛媛県南宇和郡愛南町と姉妹都市提携を締結し、防災、

教育、産業及び文化などの交流を深め、両市町においてさらなる発展につなげます。 

令和２年度には、姉妹都市交流事業として市内小学生を募集し、犬山市の「日本

ライン夏祭り花火大会」にあわせて、丹波篠山市の小学生１０人を親善団として派

遣し親交を深めます。また、愛南町の小学生１５人を受け入れ、市内小学生ととも

に日本遺産にも認定された丹波焼の陶芸教室の体験や市内産木材を使用した木工



- 62 - 

体験などを通じて交流します。海のまち愛南町から参加した子ども達に、緑あふれ

る山々に囲まれた丹波篠山市の素晴らしさを知っていただき交流を深めます。 

その他、令和２年度も引き続き、本市とゆかりのある、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、高知県宿毛市及び大阪府泉佐

野市との交流についても、市民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関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は、高校生による短期交換留学生の派遣と受け

入れを継続して実施します。 

平成３０年度には、ベトナム・フエ市と市民交流都市提携を結んでおり、より一

層の市民間交流を深めます。令和２年度には市内で初めての国際文化交流ベトナム

フェスティバルを開催し、交流を深めます。 

 

１２ 令和２年度のシンボル事業 

（１）丹波篠山市の産科充実に向けての検討【新規】 

令和元年５月に兵庫医科大学より、産科医師不足を理由にささやま医療センター

の分娩休止の意向を受け、現在、大学との公式協議を続けながら、「丹波篠山市の

産科充実に向けての検討会」を開催し、市民委員と共に、今後の市の産科医療の方

向性、新たな取り組みについて検討しています。 

その検討会の中で出された様々な意見やアイデアを取り入れ、令和元年１０月よ

り「お産応援窓口の開設」「出産支援金支給事業」を始めました。 

「お産応援窓口」は、妊娠、出産に対して不安を抱える妊婦に対して、助産師の

訪問（産前2回産後1回）等による、きめ細やかな寄り添い支援を実施します。助産

師の寄り添い支援は、女性自らが積極的に分娩にのぞみ、安全・安心なお産、その

後の健やかなお産につながることから「マイ助産師制度」の先駆けとなるような「お

産応援窓口」を目指します。 

また、「出産支援金支給事業」は、令和２年４月以降出産予定の妊婦に対して、

市外医療機関受診のための交通費や育児用品等の購入費として、一人当たり１０万

円を支給し、ささやま医療センター休止に対する不安解消等に努めます。 

さらに、４月からは、半数以上が遠方の市外医療機関での分娩となるため、妊婦

が安全・安心に出産を迎えるために、出産の兆し、または異常等により救急搬送が
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必要となった場合に、救急車が分娩医療機関まで搬送する“丹波篠山市妊婦救急搬

送事業「お産応援１１９」”を実施します。対象は市内に住所がある妊婦、または、

市外の方で市内に里帰りをされる妊婦で、事前登録により妊婦の状況を把握するこ

とで、迅速に対応することができます。陣痛が始まり、自力で分娩医療機関へ受診

することが出来ない場合などにご利用いただきます。 

しかし、それだけでは、中核病院であるささやま医療センターの分娩休止を補う

ための最善の施策とは言えず、分娩機能を含めた産科医療体制を構築することが、

子育て一番のまちづくりを目指す丹波篠山市には必要と考えます。 

その新たな産科医療体制づくりとして、「バースセンター」の設置について検討

していきます。 

「バースセンター」は、助産師主導で健診や分娩、産後ケアを一貫して行う助産

施設で、昨今の産科医師不足を補うだけでなく、助産師が妊婦に寄り添い、女性本

来の生きる力を培い、健やかな子育てを導きます。 

世界保健機構（WHO）では、女性中心のケア、女性の潜在能力を発揮したお産を重

要視しており、「出産時に母子が命を落とさないようにするだけはなく、母子が強

く成長し、健康に生きるための潜在能力を発揮させる」ことを目指して、それを実

現させる新ガイドラインも２０１８年２月に発表しています。集約化するだけでは、

安全・安心なお産、またその後の子育て支援にはつながらないことが示されていま

す。 

また、令和元年１２月１日に「成育基本法」が施行され、重要項目として、「妊

娠期から産後、育児期における母と子の関係性を重視した母子の健全な成育過程の

形成の確保」が求められています。 

検討会で視察研修を行った「大阪府高石市立母子健康センター」は、全国数少な

い公立の助産所で、医療機関と綿密に連携し、助産師が一人一人のお産にゆったり

と大事に関わることで信頼関係を構築し、妊婦の産む力と赤ちゃんの生まれる力を

存分に発揮できるお産をめざしておられました。視察研修を終えた委員の皆さんか

らも、理想の産科医療体制として、丹波篠山市での構築が必要との意見が多く出さ

れました。 

このような状況から、市でも、「子育て世代包括支援センターふたば」と連動し、

妊婦に寄り添い、妊娠から分娩、産後ケアの継続支援を行う「バースセンター」の

設置を検討し、産科医療体制、子育て支援体制を構築し、丹波篠山で出産してよか

った、子育てしてよかったと思えるような「子育て一番のまち丹波篠山」をめざし



- 64 - 

ます。 

（２）第３次丹波篠山市総合計画の策定と丹波篠山ブランド戦略【新規】 

丹波篠山市の誕生をきっかけに令和元年度から第３次丹波篠山市総合計画の策

定に着手しており、基本構想のとりまとめを進めているところで、総合計画審議会

からは令和２年２月６日に中間答申をいただきました。この答申をもとに市の基本

構想（案）を定めていくとともに、引き続き市民の皆さんの声をうかがいながら、

基本計画（案）の策定作業を進めます。 

特に、ブランド戦略については総合計画のシンボル・プロジェクトとして位置付

け、前期基本計画のなかで示します。９月には総合計画基本構想・基本計画（案）

としてまとめ、令和３年度から１２年度の丹波篠山づくりの指針とします。 

（３）丹波篠山版ＳＤＧｓの推進【新規】 

   ２０１５年に国連で採択された「持続可能な開発のための目標（ＳＤＧｓ）」に

おいて、先進国、開発途上国を問わず、「誰一人取り残さない」社会の実現をめざ

し世界全体の経済、社会及び環境の三側面における持続可能な開発を推進すること

が示されました。丹波篠山市では、第３次総合計画の施策とＳＤＧｓの１７の目標

をリンクさせて取り組んでいく予定ですが、「農村の恵みと自然環境」を未来につ

なぐことを丹波篠山版ＳＤＧｓの重点目標として令和２年３月策定の第２次環境

基本計画の推進とともに進めていきます。 

（４）日本農業遺産への挑戦【新規】 

日本農業遺産は、重要かつ伝統的な農林水産業を営む地域（農林水産業システム）

を国が認定する制度で、平成２８年度に第１回目の選定が行われ、令和元年６月現

時点で１５地域が選定されています。丹波篠山市では、代表的な特産物「丹波黒」

が約３００年の時を経て独自に継承されてきた栽培方法や、生物多様性との関わり

など、農家の皆さんが連綿と続け築き上げてきた持続可能な農業システムを中心に

据え、日本農業遺産に挑戦します。この取り組みを通して、丹波黒が持つ歴史や培

ってこられた技術などを農業者、市民とともに改めて見つめなおし、自信と誇りを

後世に引き継げるよう取り組みを進めます。 

（５）今年が本番 ＮＨＫ大河ドラマ「麒麟がくる」放映 

令和２年１月１９日から、明智光秀を主役にしたＮＨＫ大河ドラマ「麒麟がくる」

が放映されています。序盤は、資料がなく謎に包まれた光秀の若いころが描かれる

ということですが、去る１月８日にＮＨＫテレビで放映された歴史秘話ヒストリア

「あらためて知りたい！明智光秀」では、丹波攻めの場面も取り上げられたことか
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ら、丹波篠山市を舞台にした場面も放映されるのでは、と期待をしています。 

平成３０年４月「麒麟がくる」放映決定以降、丹波篠山市では、この絶好の機会

を観光振興や地域経済の活性化につなげようと、明智光秀や波多野秀治ゆかりの地

域の方々に声をかけ「ＮＨＫ大河ドラマ推進準備委員会」、そして令和元年には準

備委員会を本委員会に移行し、地域住民の皆さんの意見やアイデアなどをいただき

ながらＰＲ活動を行ってきました。高城山で磔（はりつけ）にされたという伝承が

残る光秀の母・お牧に焦点を当てたチラシやポスター、のぼりの作成ほか、波多野

秀治と本能寺の変のつながりをストーリーとしてまとめ、市内にあるゆかりの山城

なども紹介したパンフレットの作成、そして、市民が光秀や秀治、お牧、信長に扮

して丹波攻めのストーリーを映像に収めたショートムービーの作成、専用サイトの

開設などを行ってきました。 

また、八上城跡などゆかりの地を訪ねて来られる登山者や観光客らを迎え入れる

ため、高城山山頂の整備と登山口近くに約２０台が駐車可能な駐車場を整備しまし

た。地域住民の皆さんの機運を高めるため、令和元年１１月１７日には、歴史作家

・桐野作人先生をお迎えして、「光秀の丹波平定－八上城攻めに寄せて－」と題し

て講演会を開催し、四季の森生涯学習センターの多目的ホールを約５００人の参加

者で埋め尽くすことができました。また、令和２年３月８日には、光秀の母・お牧

役を演じられる石川さゆりさんのコンサートを田園交響ホールで開催します。 

本番を迎えた令和２年度は、これまでの情報発信に加え、広範囲なＰＲを行うた

め、人気ユーチューバーの映像による情報発信を行っていくほか、市内の飲食店な

どの協力を得ながら、明智光秀や波多野秀治などにちなんだご当地弁当のメニュー

化など、様々な方法でＰＲを行います。また、６月には、丹波篠山ふるさと大使で

あり、上方講談師の旭堂南左衛門さん、そして、歴史作家の桐野作人先生を再びお

迎えし、田園交響ホールで八上城攻めにまつわる講談、講演会を開催します。ゆか

りの山城などの登頂記念としての御城印（ごじょういん）の作成・販売や高城山の

野々垣市の谷コースからの登山者らのために駐車場の整備や誘導看板の設置など

を行います。 

その他、ゆかりの地域での交流事業や魅力発信事業、登山道整備などに対する支

援枠を１００万円から２００万円に拡充し、市内ゆかりの地を含めた地域の皆様と

ともに、「麒麟がくる」放映以降も観光振興、地域経済の活性化につながるような

取り組みを進めます。 
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（６）東京２０２０オリンピック・パラリンピックの取り組み【新規】 

オリンピック・パラリンピックが、５６年ぶりに東京で開催されます。令和２年

５月２５日の夜に、東京２０２０オリンピック聖火リレーが兵庫県の最終地として

丹波篠山市にやってきます。市内では、篠山中学校をスタートし、ゴール地となる

三の丸広場ではセレブレーションイベントとして、オープニングイベントや聖火の

納火式等を実施します。 

この世界的なスポーツイベントで、オリンピック・パラリンピック会場に隣接し

た武蔵野大学で、丹波篠山市の文化、特産、歴史などの魅力を全世界への発信する

ブース設置や、中南米の国バハマのオリンピック選手を招き、将来、丹波篠山市を

担う子どもたちとのスポーツ交流を実施します。あわせて、パラリンピックの選手

との交流も検討します。 

また、８月に開催される東京２０２０パラリンピックの聖火フェスティバルにお

いて、兵庫県実行委員会に参画し取り組んでいきます。丹波篠山市では、８月１４

日に丹波焼最古の登り窯において聖火の採火式を、８月１５日、１６日の「デカン

ショ祭」において聖火を披露する聖火ビジットを行い、多くの方々とともに東京２

０２０パラリンピックの祝祭感を高めます。 

（７）ワクワク農村未来プラン（仮称）【新規】 

農村集落はそこで暮らす人々がこの農業を中心に共同して助け合って生活し、山

林、ため池や川、水路などを管理し、昔から伝わるお祭りなど伝統文化を継承し、

農村の景観や自然環境を守ってきました。 

また、それは都市部では見られない人と人とのつながりによって、安心して暮ら

せる「ふるさと」と呼ばれる場所となっています。 

ところが、人口減少の時代に入り、農村部では特に少子高齢化が進み、この農村

社会をどのように守って、未来につないでいくのかが問われています。 

丹波篠山市では「集落の農業農地は集落で守る」ことを大切に集落営農の取り組

みを進めていますが、これをさらに進めて「集落そのものをどのように維持・発展

させるか」についてのプランを検討します。 

そこでは、集落で暮らす人も農家も非農家も出身者も応援する人たちも、もちろ

ん男女、老いも若きも、みんなで集落を支えます。 

誰がどのように集落の山や川を守るか、草刈りはどうするか、お祭りなど村の行

事や文化をどう守るか、新しい住民も入りやすいよう村のルールや集落で暮らす負

担軽減などを検討します。 
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そのなかで農地、農業を誰がどのように守るか、大規模農業、集落担い手農業、

集落営農を中心に小規模な、また家族的な農業も含め支えていきます。 

このようなモデルプランを検討し策定します。 

（８）丹波篠山の家  

地域の気候風土、伝統・文化により形成された美しい町並みや古民家は丹波篠山

の大きな魅力ですが、生活スタイルの変化に伴い、近年では画一的で快適性や経済

性を追求した住宅が増えています。 

 そこで、地域の気候風土・文化にあった住宅の普及と市内産業の振興・活性化等

を図るため、建築組合や住倶楽部（丹波篠山若手工務店の会）と協働して、丹波篠

山の気候風土・文化に根差し、健康的で住みよい丹波篠山の家を提案し、普及を進

めようと令和元年度から取り組んでいます。 

   令和２年度は、切妻や入母屋の木造瓦葺き、下屋の設置などを「丹波篠山の家」

と認定する基準を定めて、「丹波篠山の家モデルハウス」を建築し、丹波篠山の家

のＰＲや内覧イベントの開催などとともに、普及・促進に向けた仕組みづくりを建

築組合などと連携して取り組みます。 

（９）第４２回全国伝統的建造物群保存地区協議会総会・研修会の開催【新規】 

令和２年５月２０日から３日間にわたり、城下町及び福住の重要伝統的建造物群    

保存地区において、第４２回全国伝統的建造物群保存地区協議会全国大会を開催し、   

総会、研修会、現地視察および情報交換会を行います。文化庁をはじめとする行政  

関係者および全国約１００カ所の重要伝統的建造物群保存地区の住民や関係者約

３５０名の方々をお迎えし交流を深めるとともに丹波篠山市の歴史文化と町並保

存の取り組みを全国に発信します。 

（10）「日本遺産のまち、ユネスコ創造都市」推進   

丹波篠山市は、平成２７年４月に「丹波篠山デカンショ節－民謡にのせて歌い継

ぐふるさとの記憶」、平成２９年４月には、丹波焼を含めた日本六古窯が「きっと

恋する六古窯－日本生まれ日本育ちのやきもの産地－」として「日本遺産」に認定

されました。 

日本遺産に関しては、文化庁が２月１３日を「日本遺産の日」と定めて、２月１

１日から１３日までの３日間、東京・有楽町駅前広場などでＰＲイベントを、そし

て最終日には、有楽町よみうりホールで記念シンポジウムを開催しました。丹波篠

山市としても、日本遺産連盟の幹事都市として「日本遺産の日」ＰＲイベントに参

加し、デカンショや丹波焼、丹波篠山が持つ観光資源のＰＲを行ってきました。 
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また、令和２年度は、４月に甲賀市で開催される「六古窯サミット」に、丹波立

杭陶磁器協同組合の皆さんと共に参加し、他の産地との交流やＰＲ事業を行う予定

です。 

創造都市推進について、令和元年度は、ユネスコ創造都市ネットワーク加盟から

４年を迎え、ユネスコ本部へ活動報告書を提出しました。また、クラフト＆フォー

クアート分野に加盟しているタイのチェンマイからの視察受け入れをしました。こ

れまでには、韓国やトルコ、タイの方々が丹波篠山に興味を持ち、視察や研究の対

象としていただいています。トルコのキュタフヤ市や、韓国の晋州市は、丹波篠山

市を視察訪問されたのちに、ユネスコ創造都市ネットワークに加盟を果たしました。

なお、昨年は新たに６６都市が加盟し、合計で２４６都市、クラフト＆フォークア

ート部門は４９都市となりました。 

令和２年度は、ブラジルで開催される「ユネスコ創造都市ネットワーク」の総会

に参加するほか、海外都市との積極的な交流も求められていますので、クラフトと

いった共通の資源を持つタイのチェンマイとの文化交流について検討を進めます。

また、国内においては、クラフト＆フォークアート部門の加盟都市として、「丹波

篠山まちなみアートフェスティバル」など市民が主催するイベントを支援するほか、

市内で活躍されている工芸作家や芸術家の皆さんのネットワーク化を進め、その活

動の支援を行っていきます。 

市民向けには、「日本遺産・創造都市のまちづくり応援事業」を引き続き実施す

るほか、日本遺産・創造都市の取り組みや内容をわかりやすく紹介した小冊子を作

成し、日本遺産や創造都市について理解を深めていただけるよう努めます。 

（11）地球温暖化対策「気候非常事態宣言」に向けて【新規】 

   地球温暖化対策を人類あげて取り組むことが急がれています。 

私たち丹波篠山市民もその暮らしの中で一体何ができるのか、しなければならな

いのかを真剣に考えなければなりません。 

そこで日本・世界の各自治体が取り組まれている「気候非常事態宣言」を宣言で

きるよう取り組むとともに宣言する以上、具体的に何をすべきかを検討し、実施し

ます。 

２０５０年に温室効果ガスまたは二酸化炭素の排出量を実質ゼロにすることを

目標とした行動指針を定め、また、「新エネルギー・省エネルギービジョン」の考

え方を取り込んだ「第２次環境基本計画」により、家庭用太陽光発電システムや電

気自動車等、世界的な課題となっている温室効果ガス排出量の抑制につながる機器
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の導入支援などに引き続き取り組みます。 

（12）えきラボ、地域ラボ 

丹波篠山市農村イノベーションラボで開講している篠山イノベーターズスクー

ルでは、これまで１２３名が受講を修了しました。受講生は、市内はもとより、阪

神間や京都からの方もおられ、年代は２０歳代から４０歳代が大部分を占めるなど

幅広く認知度も上がっており、意欲的に取り組まれています。その中からコミュニ

ティカフェや寺子屋の開業など地域課題の解決を図る事業、商品開発など丹波篠山

の魅力を発信する事業、また新規就農などで、１６名が市内で起業や継業、７名が

事業拡大をしました。さらに今後起業準備中の方、起業を通じてＵターンや移住を

する方もおられるなど、成果が現れ始めています。６期目となるスクールでは旅行

・宿泊業や地域エネルギー事業、里地里山を活かした地域循環などの分野で開講し、

丹波篠山での起業につなげます。また、地域おこし協力隊やイノベーターズスクー

ルの卒業生等が、市内で起業する際に利用できる地域ラボを日置、西紀南、大芋で

設置しており、地域活性化に向けた若者たちの取り組みを、地域と連携しながら支

援します。 

 

１３ その他、当面する重要課題 

（１）清掃センター  

丹波篠山市清掃センターは、平成１４年度より稼働し経年劣化に伴う改修が必要 

となったごみ焼却炉等を中心に、環境省の交付金事業を活用して総事業費２１億円 

の大規模改修工事を平成２９年度から３カ年をかけて完了しました。このことによ 

り、おおむね向こう１０年間、安全に操業できるように機能回復が出来ました。工 

事期間中においては市民の皆様にごみ減量と分別のご協力と、事業所からのごみ減 

量にもお願いする中で無事に完了しましたが、今後も引き続き市民、事業所のそれ 

ぞれのご協力によりごみ減量に努めます。 

   また、懸案事項である現施設の操業延長にむけて地元３自治会と協議を重ねる中、 

条件付きで延長を認めていくとのお答えをいただき、現在、条件整理に取り組んで 

います。 

令和２年度中に、期限であった令和９年３月以降の延長操業に向けての地元との

覚書と確認書等を交わすことができるように努めます。 
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（２）地域のシンボル・ささやま荘の活用【新規】 

王地山公園ささやま荘は、平成１４年のリニューアルオープン当初は、クリエイ

トささやまが、また、平成２２年以降は、同社から社名変更したアクト篠山が指定

管理業者として、その運営・管理にあたってきました。しかしながら、年々経営状

況が悪化し、赤字経営が続いていたこともあり、令和元年８月末をもって営業を停

止することとなりました。 

ささやま荘は地域のシンボルでもあることから、市や商工会、観光協会に加え、

地元住民の代表、商工振興や会計にかかる専門家などで構成する「ささやま荘あり

方検討会」を立ち上げ、存続の有無を含め協議してきました。その結果、これまで

の利用形態にこだわらず、できるだけ自由な発想で、ささやま荘の活用について事

業提案を受けることとしました。 

現在、事業者選定に向け審査会で審査中ですが、できるだけ早い時期に、ささや

ま荘を有効に活用いただける事業者を決定し、再建を進めていきます。 

（３）小学校跡地の利活用、地域コミュニティ活性化施設の指定管理【新規】 

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と直売所を運営されていま

す。くわえて、靴製造事業者、木工工芸品事業者及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地域と連携する中で

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月から丹波篠山市こども発達支援センターを開設しています。また、

小学校グラウンドを少年サッカーができる多目的な土グラウンドとして整備し、施

設利用者のための駐車場整備も行い、地域住民のスポーツ拠点施設として広く活用

されています。 

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、それぞれ検討委員会から運営委員会へと移行し、福

住小学校では、平成２９年度に外壁と多紀支所移転に伴う工事を実施して、平成３

０年４月１日に支所を移転しました。また、平成３０年度には、福住地区が食品加

工所やカフェなど具体的に活用するための校舎改修を行い試行的に運営が開始さ

れており、令和元年度には福住地域で運営管理をする法人「ＮＰＯ法人ＳＨＵＫＵ

ＢＡ」を設立されました。また、大芋小学校では、平成２９年度から、子ども向け
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イベントや日曜市、アパレルメーカーユニクロの一日誘致など、様々な催しの取り

組みが継続されています。また、空き教室を活用し通信制大学の授業の場やドロー

ンの操作技術習得に向けたスクールの開設の場にも活用されています。令和元年度

には兵庫県の「がんばる地域」応援事業補助金を活用し、宿泊ができる施設への改

修を実施されるとともに大芋地域で運営管理をする法人「一般社団法人おくも村」

を設立されました。 

福住・大芋の両地区において，本格的に施設を運営するための準備が整ったこと

から、既に運営を開始されている雲部地区と併せて、３小学校を丹波篠山市地域コ

ミュニティ活性化施設として、地域で設立された法人に指定管理をし、更なる地域

の活性化に繋がるよう、市として利活用に関する支援や助言を行います。 

（４）丹波篠山市史編さん  

市制２０年ならびに丹波篠山市発足を契機に着手した「丹波篠山市史編さん」を

進めます。市史編さん委員会と、２つの柱である本編と地域編のそれぞれ専門委員

会を立ち上げ、地域が歩んできた有史以来の歴史を振り返り記録に残す取り組みを

始めます。神戸大学の監修と教員派遣を得ながら、市民と共に市史編さんに取り組

むことで、地域に対する市民の誇りと愛着を育み、丹波篠山の豊かな歴史文化の継

承を図るとともに“人づくり”“地域づくり”につなげます。 

（５）「丹波の森構想」を市民に 

丹波地域を１つの森と見立て、森の中で人・自然・文化が共生する地域づくりを

めざす「丹波の森構想」が３２年目を迎えます。 

これまでに丹波篠山市が進めてきた施策である「農都宣言」「環境創造型農業」

「ふるさとの川づくり」「ふるさとの森づくり」「景観や土地利用」「文化財の活

用」「生物多様性」など、この丹波の森構想の理念によるものです。 

これが今、高く評価され、日本遺産、ユネスコ創造都市、全国の景観のモデル都

市にもなりました。 

しかし、この丹波の森構想そのものが行政も市民も語られることが少なくなって

とも考えられますが、兵庫県丹波市、丹波の森協会と連携し、その理念の大切さを

啓発するとともに、この理念の実現に向けさらに取り組みを進めます。 

（６）おくやみコーナーの設置及びハンドブックの作成【新規】 

お亡くなりになられた方の各種手続きとしては、世帯主変更届、保険証返納、未

支給年金・遺族年金請求、介護保険、各種振込・引落口座変更などのさまざまな手 

続きが必要となりますが、総合窓口に設置するおくやみコーナーで一括して令和２
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年４月から手続きができるようにします。 

   また、おくやみコーナーで行っていただく各種手続き等をわかりやすくまとめた 

「おくやみハンドブック」を作成して死亡届提出時等に配布します。 

（７）丹波篠山市民の日 

   平成３０年１１月１８日に初の住民投票が実施され、投票率約７０％の市民の力

によって市の名前を決めることができました。そこで、ちょうど１年にあたる令和

元年１１月１８日に、市民の声を大切にすることと、市民参画を大切にすることを

想い起こし、市民中心のまちづくりを進めていこうと「丹波篠山市民の日 記念セ

レモニー」を開催しました。この想いを市民挙げて共有し後世につないでいくよう、

条例で定めることを検討していきます。 

（８）東日本大震災支援  

丹波篠山市には、令和元年１２月現在で４世帯１２名の東日本大震災の被災者を

受け入れており、引き続き必要な支援を行います。具体的には、令和２年度におい

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します。 

（９）地域おこし協力隊 

令和元年９月末に１名が卒業し、古家具のリノベイトを主とした木工職人として、

市内で活動されています。また、令和元年度末には３人が卒業して、ゲストハウス

の運営とツアー業、ピラティスとヨガのインストラクターなどとして市内で活動い

ただく予定です。また、令和２年度は新たに３人を隊員に委嘱し、各地区で活動す

る予定です。継続して活動する隊員を含め合計８人の隊員となり、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。また、令和３年度に向けて、

神戸大学と連携し、新規隊員の募集活動を行います。 

（10）マイナンバー制度・コンビニ交付と登録強化策の推進 

平成２７年１０月に住民票を有する国民一人ひとりに、１２桁の個人番号（マイ

ナンバー）が付番されました。平成２８年１月からは、申請をされた方にマイナン

バーカードの交付が開始されました。その普及に向けた取り組みとして、カードが

あれば住民票、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書や所得課税証明書が全国各

地のコンビニエンスストア等で、すぐに取得できるコンビニ交付を令和２年３月に

導入し運用を開始します。 

国は、デジタル社会を早期に実現するため令和４年度末時点においてほとんどの

住民がカードを保有することを想定し、施策を展開しています。 

丹波篠山市においてもマイナンバーカードの円滑な取得促進・更新の推進のため、
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広報紙及びホームページに記事を掲載し、本庁と支所の窓口にポスターやチラシを

設置し、啓発に努めています。 

さらに令和２年度からは、担当職員を２名増員し、本庁窓口で専用タブレット端

末を使い、顔写真の撮影やオンライン申請支援など申請サポートを行います。また、

市民センター、事業所等へ出張申請受付サポートも実施していきます。 

（11）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は、毎年、多くの皆さ

まからご寄付をいただいており、令和元年度は約１億３千万円の寄付が集まりまし

た。より多くの方々から寄付をいただくには、市自体や特産品の全国区での知名度

の向上が必要です。ＳＮＳを活用した広報、振替用紙付きパンフレットの作成やふ

るさと応援団を通して、引き続きＰＲするとともに、新たにインターネットでの受

付窓口を増やす等してふるさと納税（丹波篠山ふるさと応援寄附金）の増加に努め

ます。また、現在、主力の黒枝豆は単価が低く、提供時期や供給量に限りがあるこ

とから、多くの寄付を集めるのが難しい状況にあります。ブランド振興につながる

寄附単価の高い返礼品を安定的に供給できるよう商工会や店舗等に協力を求めつ

つ取り組んでいきます。 

スポーツや文化活動の全国大会への出場を通して丹波篠山市をＰＲしていただ

く方に丹波篠山ふるさとＰＲ奨励金を交付し、引き続きふるさと丹波篠山をＰＲし

ていきます。丹波篠山ふるさと大使は、１６人と２組、１団体に就任いただいてお

り、一層活躍いただけるよう情報提供を行い、引き続き丹波篠山市のＰＲをしてい

ただきます。 

（12）市民あげてのあいさつ運動  

あいさつは、人と人をつなぐ大切な行為であり、人権が尊重されるまちづくりの

基本です。そのため、丹波篠山市では、平成２５年度から、毎月１日、１１日、２

１日の「いいあいさつの日」と定め、あいさつ運動が市内全体に展開されるよう取

り組んでいます。 

平成２６年度からは、あいさつ運動に取り組む地域等の団体を支援するため、あ

いさつ啓発グッズ作成のための補助を行っています。さらに、平成２８年度からは、

春と冬には「あいさつ運動強化週間」を設けて、学校、各種団体、まちづくり協議

会及び自治会などと連携しながら、学校、商業施設等であいさつ運動を進めてきた

ほか、平成２９年度からは、小中学生を対象にあいさつ啓発ポスターの募集を行い、

意識啓発を図っています。令和２年度は、これらの事業を継続しつつ、市内全域に
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あいさつ運動の気運を高めていきます。 

（13）ＲＰＡを活用した行政事務の効率化 

令和元年度から、行政事務の効率化と生産性向上、職員の負担軽減、超過勤務の 

縮減を図るため、ロボテック・プロセス・オートメーション（ＲＰＡ）技術を導入

して、職員が手入力で行っている業務の自動処理化を進めています。 

令和元年度は、ＲＰＡライセンスを２本購入し、特にデータ量が多い税務課等に 

おいて試行的に導入、償却資産申告書や退職異動届などの入力作業に活用すること 

で、時間の有効活用が図れ、時間外勤務の縮減につながっています。令和２年度に 

おいても、ライセンス数を２本から３本に増やし、他の業務への拡大を進めます。 

 

１４ 新しい組織体制  

令和元年度末の退職者は１１人、令和２年度の採用者は一般行政職８人、建築土木職

１人、消防職３人、保育士・幼稚園教諭３人、指導主事１人、看護師１人の１７人で、

令和２年４月１日の職員数は４６６人となります。 

特に、丹波篠山市における学校園教育の一層の充実を図るため、教育委員会事務局に

丹波篠山市教育研究所を設置するとともに、篠山養護学校に在籍している児童生徒に対

する医療的ケアを充実するため、正規職員の看護師を配置します。 

臨時職員の人事管理については、地方公務員法及び地方自治法の改正により、令和２

年４月１日から「会計年度任用職員制度」が始まり、業務の重要な担い手として勤務い

ただいている非常勤嘱託員等の皆さんは会計年度任用職員となります。この改正に基づ

き、会計年度任用職員の適正な勤務条件の確保に努めるとともに、個々の職員のモチベ

ーションの向上につながることを期待しています。 

職員の育成については、研修や人事評価を通じて職員の主体的な職務遂行や自己啓発

を促すとともに、兵庫県市町振興課など県の３つの部署へ主事、主査級の若手職員を３

人、新たに設置される兵庫県農業共済組合へ管理職１人と担当者を２人、兵庫県消防防

災航空隊へ消防職を１人派遣します。また、今後必要とされる政策立案能力の向上をめ

ざし、引き続き神戸大学と連携して実施する篠山イノベーターズスクールに職員２人を

参加させるとともに、令和２年度は、一般社団法人地域活性化センターが実施する全国

地域リーダー養成塾に職員１人を参加させます。 

加えて、令和２年度からの新たな研修として、若手職員を対象に、１週間程度、民間

企業等に赴き顧客対応のノウハウを学ぶ社外研修に取り組み、職員の更なる能力向上に
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つなげます。 

 

１５ 令和２年度予算の概要 

 最後に、令和２年度当初予算の概要について説明します。 

 令和２年度当初予算は、一般会計の総額が２２１億２，０００万円となっています。 

令和元年度と比較すると１１億４，７９７万円の減、率にして４．９％の減になります。 

 歳入においては、市税では市民税が５，２３３万円の減額となるものの、固定資産税 

で６，７３０万円の増額となるなど、令和元年度と比較すると、市税全体で２，５８９ 

万円の増額、率にして０．５％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、地域社会再生事業費（仮称）の創設や、会計年度任用職員への制度 

移行による影響額が措置されることなどにより１億１，８００万円の増額、率にして１． 

５％の増と見込んでいます。 

寄附金において、ふるさと応援寄附は、令和元年度より２８６万円増の１億５，０８

９万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、令和元年度当初予算 

に比べ、７，４４８万円少ない、７億６，０００万円を取り崩すこととしており、令和 

２年度末の残高を７億５，４０５万円と見込んでいます。 

 歳出においては、投資的経費は清掃センター基幹的改良工事や景観まちづくり刷新モ 

デル事業などの減により１４億２，４１５万円の減、公債費は償還が進み４，８４６万 

円の減となっていますが、補助費は農業共済事業組織の県下一組合化による負担金増、 

出産支援金、多面的機能支払交付金事業等により２億８４５万円の増となっています。 

 次に、３つの特別会計の当初予算総額は、１０１億２，４６１万円となり、対前年度 

比３億６１１万円の減額、率にして２．９％の減となっています。これは、特に国民健 

康保険特別会計で療養給付費等の保険給付費が減となったことによるものです。 

２つの企業会計の当初予算総額は、８９億６７２万円となり、対前年度比２億４，２

４７万円の増額、率にして２．８％の増となっています。 

 以上、６会計を合わせました令和２年度当初予算の総額は、４１１億５，１３３万円 

となり、対前年度比１２億１，１６１万円の減額、率にして２．９％の減になります。 

 一般会計の主な財政指標については、経常収支比率が９７．６％と令和元年度当初予 

算の９７．４％と比べて０．２％悪化しています。これは、市債の償還が進んだことか 

ら、公債費は減となりますが、幼保職員数の増等による人件費の増加などによるもので 
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す。 

 財政健全化指標のうち、将来負担比率については、１８０．７％と令和元年度決算見 

込みの１８４．０％と比べて３．３％改善が見込まれています。また、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、令和２度末には５１９億５，９ 

３８万円となる見込みであり５１５億３，７６３万円の減額、率にして４９．８％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１６．８％となり、令和元年度当初予算の１７．６％と比べて、市 

債の償還等により０．８％の改善となります。今後も一層の健全化に向けた努力を続け 

ていきます。以上が令和２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。 

 

１６ むすびに     

 「世界の皆さんこんにちは。日本の宝石 WakuWaku
ワ ク ワ ク

都市
シ テ ィ

 丹波篠山です。」と胸 

を張れますよう、新しく誕生した「丹波篠山市」が、世界に輝くまちとして発展してい

けるよう市議会の皆様、市民の皆様と力を合わせ、一生懸命取り組んでいきます。 

以上、令和２年度の施政方針といたします。 
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