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第２章 基本計画の見方

基本計画は、現状と課題、めざすまちの姿、まちづくり指標、役割分担、施策の展開で構成し、

それぞれ以下に示す内容を示しています。

■役割分担

○市民・事業者の役割

・市民は○○○○○○○○○○○○○○。

・事業者は○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

○地域の役割

・各種団体や自治会等は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

・自治会等は○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

○行政の役割

・○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

・○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

■施策の展開

①○○○○の支援
・○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○。

・○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

②○○○○の充実

・○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

・○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

③○○○○の推進

・○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○。

・○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

 
 
 
 
 
 

【関連施策】□ □ □ ○○○○○○○○○

○

【関連部門別計画】 ○健康たんば２１ ○丹波市食育推進計画【関連部門別計画】 ○健康たんば２１ ○丹波市食育推進計画【関連部門別計画】 ○健康たんば２１ ○丹波市食育推進計画【関連部門別計画】 ○健康たんば２１ ○丹波市食育推進計画

【関連部門別計画】 ○健康たんば２１ ○丹波市食育推進計画【関連部門別計画】 ○健康たんば２１ ○丹波市食育推進計画【関連部門別計画】 ○健康たんば２１ ○丹波市食育推進計画

【関連部門別計画】 ○□□計画 ○△△計画

まちづくりの目標１ みんなで支え､育む生涯健康のまち
 
施策目標１ １ 【保健】ライフステージに合わせた健康生活習慣をつくろう

■現状と課題

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○。

平成○年 平成○年 平成○年 平成○年

●● ○○．○ ○○．○ ○○．○ ○○．○

●● ○○．○ ○○．○ ○○．○ ○○．○

●● ○○．○ ○○．○ ○○．○ ○○．○

■めざすまちの姿

・○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

なっています。

・○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○なっています。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状 方向性

●●●● ○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○。

○○．○

増加

○○．○

●●●●の割合 ○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○。

－ 増加

施策の展開
めざすまちの姿の実現に向け、行政が中

心となり、市民・事業者、地域と協働で実

施する取り組みを示しています。

現状と課題
施策目標に関連する丹波市

の現状と課題について、現況

データの表、グラフを用いな

がら、説明しています。

役割分担
めざすまちの姿の実現に向

け、市民・事業者、地域、行

政が担うべき役割の内容を示

しています。

めざすまちの姿
施策を実施するこ

とで、将来、どのよ

うなまちの状態に

なっていたいのか

を示しています。

まちづくり指標
施策を実施することで、達

成したい成果を指標として

設定したものです。現状値

に対して前期基本計画の目

標年次におけるめざす値・

方向性を示しています。
（※現状値は、特に表記のない場

合は 実績を示す。）

【関連施策】

特に関連する

施策を明記す

ることで、他

の施策の内容

を参照できる

ように配慮し

ています。

【関連部門別計画】

関連する部門別計画

を明記することで、

計画の内容を確認で

きるように配慮して

います。

第１章 基本計画の体系

基本計画は、丹波市の現状と動向、市民等の意向、第 次丹波市総合計画の検証と今後の課題を

踏まえ、基本構想に示した将来像実現のためにまちづくりの目標を設定し、今後 カ年間の主要な

施策を明らかにするものです。

まちづくりの目標については、第 次丹波市総合計画の目標体系を基本に、市民等の意向として

安全・安心なまちづくりに対する思いが高かったことから、第 次総合計画の「快適な暮らしを支

える生活基盤の充実したまちづくり」の内容を「誰もが住みたい定住のまち」と「あいさつでつな

ぐ安心して暮らせるまち」に分け、以下に示す６つの『まちづくり目標』を設定しています。

さらに、まちづくりの目標ごとに「施策目標」を設定し、現状と課題、めざすまちの姿やまちづ

くり指標、市民・事業者、地域、行政の役割分担、施策の展開を示しています。

また、本市の重要な課題となっている定住促進、少子化対策、空き家対策、子ども・若者サポー

ト対策（ひきこもり）などに対する取り組みは、様々な施策が関連し、個別の施策展開や個別の部

課だけでは解決が困難なことから、庁内連携機能を強化することで対策を講じていきます。なお、

基本構想で示した基本姿勢「参画と協働」「行財政運営」については、まちづくりの目標全体に関

わるものであるため、６つの目標とは別に、「まちづくりの進め方」として、取り組みの概要を示

しています。

まちづくりの進め方１ 参画と協働
市民が主役の豊かな地域力の向上

１ みんなで支え、育む生涯健康のまち

２ 誰もが住みたい定住のまち

３ あいさつでつなぐ安心して暮らせるまち

４ 美しい自然と環境を大切にする源流のまち

５ ふるさとに愛着と誇りをもった人づくりのまち

ま
ち
づ
く
り
の
目
標

６ 丹波力を活かした創意ある元気なまち

まちづくりの進め方２ 行財政運営
計画的かつ効果的な行政経営の実施



第２章 基本計画の見方

基本計画は、現状と課題、めざすまちの姿、まちづくり指標、役割分担、施策の展開で構成し、

それぞれ以下に示す内容を示しています。

■役割分担

○市民・事業者の役割

・市民は○○○○○○○○○○○○○○。

・事業者は○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

○地域の役割

・各種団体や自治会等は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

・自治会等は○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

○行政の役割

・○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

・○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

■施策の展開

①○○○○の支援
・○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○。

・○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

②○○○○の充実

・○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

・○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

③○○○○の推進

・○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○。

・○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

 
 
 
 
 
 

【関連施策】□ □ □ ○○○○○○○○○

○

【関連部門別計画】 ○健康たんば２１ ○丹波市食育推進計画【関連部門別計画】 ○健康たんば２１ ○丹波市食育推進計画【関連部門別計画】 ○健康たんば２１ ○丹波市食育推進計画【関連部門別計画】 ○健康たんば２１ ○丹波市食育推進計画

【関連部門別計画】 ○健康たんば２１ ○丹波市食育推進計画【関連部門別計画】 ○健康たんば２１ ○丹波市食育推進計画【関連部門別計画】 ○健康たんば２１ ○丹波市食育推進計画

【関連部門別計画】 ○□□計画 ○△△計画

まちづくりの目標１ みんなで支え､育む生涯健康のまち
 
施策目標１ １ 【保健】ライフステージに合わせた健康生活習慣をつくろう

■現状と課題

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○。

平成○年 平成○年 平成○年 平成○年

●● ○○．○ ○○．○ ○○．○ ○○．○

●● ○○．○ ○○．○ ○○．○ ○○．○

●● ○○．○ ○○．○ ○○．○ ○○．○

■めざすまちの姿

・○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

なっています。

・○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○なっています。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状 方向性

●●●● ○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○。

○○．○

増加

○○．○

●●●●の割合 ○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○。

－ 増加

施策の展開
めざすまちの姿の実現に向け、行政が中

心となり、市民・事業者、地域と協働で実

施する取り組みを示しています。

みんなで支え､育む生涯健康のまち

【保健】ライフステージに合わせた健康生活習慣をつくろう

現状と課題
施策目標に関連する丹波市

の現状と課題について、現況

データの表、グラフを用いな

がら、説明しています。

役割分担
めざすまちの姿の実現に向

け、市民・事業者、地域、行

政が担うべき役割の内容を示

しています。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

なっています

●●●●の割合 ○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○

めざすまちの姿
施策を実施するこ

とで、将来、どのよ

うなまちの状態に

なっていたいのか

を示しています。

○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○

まちづくり指標
施策を実施することで、達

成したい成果を指標として

設定したものです。現状値

に対して前期基本計画の目

標年次におけるめざす値・
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（※現状値は、特に表記のない場

合は 実績を示す。）

【関連施策】

特に関連する

施策を明記す

ることで、他

の施策の内容

を参照できる

ように配慮し

ています。

【関連部門別計画】

関連する部門別計画

を明記することで、

計画の内容を確認で

きるように配慮して

います。

第１章 基本計画の体系

基本計画は、丹波市の現状と動向、市民等の意向、第 次丹波市総合計画の検証と今後の課題を

踏まえ、基本構想に示した将来像実現のためにまちづくりの目標を設定し、今後 カ年間の主要な
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５ ふるさとに愛着と誇りをもった人づくりのまち

ま
ち
づ
く
り
の
目
標

６ 丹波力を活かした創意ある元気なまち

まちづくりの進め方２ 行財政運営
計画的かつ効果的な行政経営の実施

基
本
計
画

基
本
計
画
の
見
方



第３章 まちづくりの目標と施策目標

１ みんなで支え、育む生涯健康のまち

暮らし慣れた地域で、生きがいをもち、安心して生活できるようにするため、健康づくりや子

育て、介護等に関して、市民一人一人の意識を高める学習機会の充実に取り組みます。

また、地域の中で気軽に相談できる環境づくりや、家庭や地域の実情に応じて市内の関係機関

が連携しながら専門的な指導やサービス提供を行える体制を整え、みんなで支え育む生涯健康の

まちをつくります。

１ ２ 医療

安心して生活できる医療環境をつくろう

１ ３ 地域福祉

支え合いのこころを育もう

１ ４ 高齢者福祉
高齢者が生きがいを持って暮らせるよう

にしよう

１ ５ 障がい者・障がい児福祉

誰もが主体的に暮らせるまちをつくろう

施 策 目 標まちづくりの目標

１ ６ 子育て支援

子どもを産み育てやすい環境をつくろう

１ ８ 国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金

健康と老後の保障を支えよう

１ みんなで支え、育む生涯健康の

まち

１ １ 保健
ライフステージに合わせた健康生活習慣

をつくろう

１ ７ 介護保険
安心して介護サービスを受けられるよう

にしよう
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■役割分担
役割

市民・事業者

・市民は年に１回は健診を受診する。

・市民は規則正しい生活習慣を身につけることを心がける。

・事業者は従業員に健診の受診を勧める。

地域

・各種団体や自治会等は、健康教室を開くなどして生活改善に向けた健康意識

の向上を進める。

・自治会等は住民の健康を増進させるため、地域住民が健康づくりに参加しや

すい環境を整備する。

行政

・市民の健康づくり推進に向けて、情報提供を進める。

・市民が受診しやすい健診体制を整える。

・市民の健康づくりに必要な生活習慣を守るための取り決めや、地域での健康

づくり体制等の支援を検討する。

■施策の展開

①健康づくりの支援

・健康寿命日本一に向けて「ぐっすり・すやすや運動」を全市あげて取り組みます。

・健康に関する団体や地域リーダーを育成するため、専門的な指導力を身につける機会を提

供するとともに、地域での健康教室を実施し、健康に関する情報提供や、地域で取り組む

健康づくりを推進します。（ポピュレーションアプローチ※の強化）

・こころの健康づくりには、個人が家庭や地域で孤立しないよう、ゲートキーパー研修※を

はじめとした、地域で住民を守る健康教育に取り組みます。

②健診等の充実

・地域医療と予防活動である健診との連携を充実するため、市医師会や市歯科医師会との協

議を行うとともに、受診しやすい環境づくりを進めます。

・がんのセット検診・婦人科検診は、実施機関との協議により、受診者が希望する日時に受

診できるよう調整するなど、受診しやすい体制づくりに取り組みます。

・乳幼児健診に合わせて継続的な家庭訪問（乳児・幼児訪問）を実施するなど、総合的な健

診に取り組みます。

・健診等に関する情報を提供し、意識の向上をめざします。

③保健センターの充実

・市民の健康づくりの拠点となるよう、効率的な施設運営や機能の充実を行います。

・保健センターでは健康づくりに関する最新情報を提供できるようにし、また、いつでも気

軽に専門職による健康相談が受けられる体制をとります。

・各種団体や地域において健康づくりを推進するため、率先して活動していただけるリー

ダーを養成します。

  

【関連】 ①特定健診・特定保健指導の受診率向上

【関連】 ⑤豊かなこころと健やかな身体づくりの推進

【関連部門別計画】 ○健康たんば２１ ○丹波市食育推進計画

まちづくりの目標１ みんなで支え､育む生涯健康のまち
 
施策目標１ １ 【保健】ライフステージに合わせた健康生活習慣をつくろう

■現状と課題

生活環境の改善や医学の進歩などにより、平均寿命が伸びている中で、生涯を健康に暮らす

ことは市民共通の願いであることから、健康に対する関心はますます高くなっています。

本市では、健康で自立した期間、いわゆる健康寿命の延伸をめざし、健康診査の結果に応じ

た個別指導や健康フォーラムをはじめ、自治会等における健康教室等を実施してきました。そ

の結果、健康教室等への参加者が増加し、市民の健康づくりに対する意識が高まり、健康寿命

は、平成 年～平成 年の５年間で男性が 歳、女性が 歳延びています。

一方で、社会環境や生活様式の変化に伴い、睡眠をはじめとする生活リズムの乱れ、栄養の

偏りや運動不足などによる脳血管疾患や心疾患等の循環器系疾患、強い不安やストレスなどに

よるこころの病が依然として多く、その改善が本市の課題となっています。

健康管理は個人の生活習慣や意識が大きく影響します。そのため、市民一人一人が健康づく

りに対する意識を高め、楽しく自主的に取り組む活動を推進することにより、望ましい生活習

慣を保持することが必要です。

一方、地域のつながりが希薄になる中で、家庭や地域を通じた健康づくりを進めることが難

しくなっていることから、家庭、地域、行政が協働して積極的に健康づくりに関わり、元気な

笑顔があふれる地域づくりに取り組む必要があります。

男性 平均寿命 歳 健康寿命 歳 女性 平均寿命 歳 健康寿命 歳

全国 全国

兵庫県 兵庫県

丹波市 丹波市

（注）本市の健康寿命は、 信頼区間（ ％の確率で丹波市における健康寿命の平均値が含まれるような範囲）での算定

値である。

資料：国、兵庫県の数値は、平成 年度厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究

事業）による、健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究班「健康寿命の算定方法の

指針」の平成 年都道府県別結果。丹波市の数値は、兵庫県健康増進課「兵庫県における健康寿命（日常生活動

作が自立している期間の平均）の圏域値の算定結果（平成 年度介護保険情報利用）」の平成 年結果。

■めざすまちの姿

・市民が健康診査（以下「健診」という）やがん検診などを積極的に受診し、病気の予防や

がんの早期発見に努めています。

・こころも体も健康で、家庭や地域などでいきいきと活動し、健康寿命日本一のまちになっ

ています。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

健康寿命（男・女）（平

均寿命から障がい期

間を引いた年齢）

日常生活において、健康上、問題なく

自立した生活を送ることが大切であ

るため。

男性 歳 男性 歳

女性 歳 女性 歳

年に 回は健診を受

けている人の割合

健診の受診が、健康管理に対する意

識を高めることにつながるため。
－ 増加



■役割分担
役割

市民・事業者

・市民は年に１回は健診を受診する。

・市民は規則正しい生活習慣を身につけることを心がける。

・事業者は従業員に健診の受診を勧める。

地域

・各種団体や自治会等は、健康教室を開くなどして生活改善に向けた健康意識

の向上を進める。

・自治会等は住民の健康を増進させるため、地域住民が健康づくりに参加しや

すい環境を整備する。

行政

・市民の健康づくり推進に向けて、情報提供を進める。

・市民が受診しやすい健診体制を整える。

・市民の健康づくりに必要な生活習慣を守るための取り決めや、地域での健康

づくり体制等の支援を検討する。

■施策の展開

①健康づくりの支援

・健康寿命日本一に向けて「ぐっすり・すやすや運動」を全市あげて取り組みます。

・健康に関する団体や地域リーダーを育成するため、専門的な指導力を身につける機会を提

供するとともに、地域での健康教室を実施し、健康に関する情報提供や、地域で取り組む

健康づくりを推進します。（ポピュレーションアプローチ※の強化）

・こころの健康づくりには、個人が家庭や地域で孤立しないよう、ゲートキーパー研修※を

はじめとした、地域で住民を守る健康教育に取り組みます。

②健診等の充実

・地域医療と予防活動である健診との連携を充実するため、市医師会や市歯科医師会との協

議を行うとともに、受診しやすい環境づくりを進めます。

・がんのセット検診・婦人科検診は、実施機関との協議により、受診者が希望する日時に受

診できるよう調整するなど、受診しやすい体制づくりに取り組みます。

・乳幼児健診に合わせて継続的な家庭訪問（乳児・幼児訪問）を実施するなど、総合的な健

診に取り組みます。

・健診等に関する情報を提供し、意識の向上をめざします。

③保健センターの充実

・市民の健康づくりの拠点となるよう、効率的な施設運営や機能の充実を行います。

・保健センターでは健康づくりに関する最新情報を提供できるようにし、また、いつでも気

軽に専門職による健康相談が受けられる体制をとります。

・各種団体や地域において健康づくりを推進するため、率先して活動していただけるリー

ダーを養成します。

  

【関連】 ①特定健診・特定保健指導の受診率向上

【関連】 ⑤豊かなこころと健やかな身体づくりの推進

【関連部門別計画】 ○健康たんば２１ ○丹波市食育推進計画

まちづくりの目標１ みんなで支え､育む生涯健康のまち
 
施策目標１ １ 【保健】ライフステージに合わせた健康生活習慣をつくろう

■現状と課題

生活環境の改善や医学の進歩などにより、平均寿命が伸びている中で、生涯を健康に暮らす

ことは市民共通の願いであることから、健康に対する関心はますます高くなっています。

本市では、健康で自立した期間、いわゆる健康寿命の延伸をめざし、健康診査の結果に応じ
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指針」の平成 年都道府県別結果。丹波市の数値は、兵庫県健康増進課「兵庫県における健康寿命（日常生活動

作が自立している期間の平均）の圏域値の算定結果（平成 年度介護保険情報利用）」の平成 年結果。

■めざすまちの姿

・市民が健康診査（以下「健診」という）やがん検診などを積極的に受診し、病気の予防や

がんの早期発見に努めています。

・こころも体も健康で、家庭や地域などでいきいきと活動し、健康寿命日本一のまちになっ

ています。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

健康寿命（男・女）（平

均寿命から障がい期

間を引いた年齢）

日常生活において、健康上、問題なく

自立した生活を送ることが大切であ

るため。

男性 歳 男性 歳

女性 歳 女性 歳

年に 回は健診を受

けている人の割合

健診の受診が、健康管理に対する意

識を高めることにつながるため。
－ 増加
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■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

かかりつけ医を持つ

市民の割合

かかりつけ医をもつことで、緊急時

の適切な指示や病気の予防に関する

アドバイスを得ることができ、安心

して生活できるため。

％

丹波地域 ％

安心して医療を受け

ることができると感

じている市民の割合

様々な立場の人が、安心して医療を

受けられる環境が、各地域への定住

にもつながっていくと考えられるた

め、アンケート調査にて「そう思う」

「まあそう思う」と回答する市民の

割合を指標として捉える。

― 増加

資料：「かかりつけ医のいる市民の割合」の現状数値は、平成 年度「兵庫の豊かさ指標」による。

■役割分担
役割

市民・事業者

・市民は、医療の現状を理解し、適正な医療機関の利用と早期受診を心がける。

・市民は、受診時の健康保険証等の提示や福祉医療費助成制度の申請等、医療

制度を適正に利用する。

・医療機関は、相互の連携と機能分担を進めるとともに、在宅医療サービスの

充実を図る。

地域

・自治会や各種団体等は、心肺蘇生法の普及など地域で命を守る活動を進め

る。

・自治会や各種団体等は、医療講座の開催などを通じて、市民が地域医療の実

態を理解する活動を進める。

行政

・救急医療確保のため、市内病院等へ支援を行うとともに、休日応急診療所や

平日夜間応急診療室を実施する。

・市民に対して様々な手法で医療情報を提供し適正受診につなげるとともに、

地域医療を守る市民団体の活動を支援する。

・福祉医療費助成制度の周知及び受給資格対象者の的確な把握を行う。

■施策の展開

①地域医療・在宅医療サービスの充実

・新たな統合病院を核として、小児だけでなく高齢者や成人も含めた救急医療、休日や夜間

の応急医療、診療所と病院の連携など、市内の医療提供体制を整備します。

・青垣診療所では、地域の包括的な一次医療施設※として、「地域住民に安心を与える高度医

療で心のこもった医療の提供」を経営理念として、外来診療、往診、通所リハビリテーショ

ンを中心に病診連携を行い、多様化する患者ニーズに沿った医療・介護サービスの提供に

取り組みます。

・青垣訪問看護ステーションでは、在宅での看護を必要とする方に対して生活の質を確保し

ながら、在宅生活の支援に取り組みます。

②福祉医療費助成事業の充実

・今後も、県や他市町の取り組みや経済状況の変化などに対応し、安心して必要な医療が受

けられるよう福祉医療費助成制度の充実及び適正化を進めます。

③地域医療に貢献する人材の育成

・平成 年度より兵庫県から移管を受け、本市が看護専門学校の運営にあたることから、

看護師国家試験の ％合格をめざすとともに、地域医療に貢献できる看護師を養成し

ます。

まちづくりの目標１ みんなで支え､育む生涯健康のまち
 
施策目標１ ２ 【医療】安心して生活できる医療環境をつくろう

■現状と課題

兵庫県立柏原病院と柏原赤十字病院の統合の方針が示され、前期計画期間中に新たな中核病

院が整備される見込みですが、それまでの間、小児医療や高齢者医療を含めた休日や夜間の応

急医療体制の不足、勤務医不足や診療科の偏在、看護師の不足等の課題について、対応してい

くことが求められています。

特に救急対応については、すべてを市内で受け入れることが困難なため、篠山市をはじめと

する近隣の病院と連携していますが、市内での受入対応が十分に整うとともに、市民が安心で

きるよう早期の病院統合が望まれるところです。

一方で、市内医療機関の機能低下をきっかけとした市民による医療を守る活動は、市民の医

療の現状に関する理解を深めるとともに、医療関係者の支えにもなっており、全国的にも注目

されています。

また、福祉医療費助成制度については、県との共同事業として実施していますが、所得制限

の基準が見直される等厳しい状況の中、市の単独事業の拡充により福祉の向上に努めてきまし

た。今後も県や他市町の取り組み、経済状況の変化などに対応し、福祉医療費助成制度の充実

及び適正化を図る必要があります。

資料：平成 年版消防年報

■めざすまちの姿

・市内の医療機関が相互に連携するとともに、市民はかかりつけ医を持ち、市民と医療従事

者が信頼関係を築いて地域医療を守り育てています。

・重度障がい者や乳幼児・子ども・ひとり親家庭などの社会的弱者に対する医療費の助成制

度が充実し、誰もが必要な時に安心して医療を受けています。

（％）

（年）

救急搬送における市内病院への搬送率



■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

かかりつけ医を持つ

市民の割合

かかりつけ医をもつことで、緊急時

の適切な指示や病気の予防に関する

アドバイスを得ることができ、安心

して生活できるため。

％

丹波地域 ％

安心して医療を受け

ることができると感

じている市民の割合

様々な立場の人が、安心して医療を

受けられる環境が、各地域への定住

にもつながっていくと考えられるた

め、アンケート調査にて「そう思う」

「まあそう思う」と回答する市民の

割合を指標として捉える。

― 増加

資料：「かかりつけ医のいる市民の割合」の現状数値は、平成 年度「兵庫の豊かさ指標」による。

■役割分担
役割

市民・事業者

・市民は、医療の現状を理解し、適正な医療機関の利用と早期受診を心がける。

・市民は、受診時の健康保険証等の提示や福祉医療費助成制度の申請等、医療

制度を適正に利用する。

・医療機関は、相互の連携と機能分担を進めるとともに、在宅医療サービスの

充実を図る。

地域

・自治会や各種団体等は、心肺蘇生法の普及など地域で命を守る活動を進め

る。

・自治会や各種団体等は、医療講座の開催などを通じて、市民が地域医療の実

態を理解する活動を進める。

行政

・救急医療確保のため、市内病院等へ支援を行うとともに、休日応急診療所や

平日夜間応急診療室を実施する。

・市民に対して様々な手法で医療情報を提供し適正受診につなげるとともに、

地域医療を守る市民団体の活動を支援する。

・福祉医療費助成制度の周知及び受給資格対象者の的確な把握を行う。

■施策の展開

①地域医療・在宅医療サービスの充実

・新たな統合病院を核として、小児だけでなく高齢者や成人も含めた救急医療、休日や夜間

の応急医療、診療所と病院の連携など、市内の医療提供体制を整備します。

・青垣診療所では、地域の包括的な一次医療施設※として、「地域住民に安心を与える高度医

療で心のこもった医療の提供」を経営理念として、外来診療、往診、通所リハビリテーショ

ンを中心に病診連携を行い、多様化する患者ニーズに沿った医療・介護サービスの提供に

取り組みます。

・青垣訪問看護ステーションでは、在宅での看護を必要とする方に対して生活の質を確保し

ながら、在宅生活の支援に取り組みます。

②福祉医療費助成事業の充実

・今後も、県や他市町の取り組みや経済状況の変化などに対応し、安心して必要な医療が受

けられるよう福祉医療費助成制度の充実及び適正化を進めます。

③地域医療に貢献する人材の育成

・平成 年度より兵庫県から移管を受け、本市が看護専門学校の運営にあたることから、

看護師国家試験の ％合格をめざすとともに、地域医療に貢献できる看護師を養成し

ます。

まちづくりの目標１ みんなで支え､育む生涯健康のまち
 
施策目標１ ２ 【医療】安心して生活できる医療環境をつくろう

■現状と課題

兵庫県立柏原病院と柏原赤十字病院の統合の方針が示され、前期計画期間中に新たな中核病

院が整備される見込みですが、それまでの間、小児医療や高齢者医療を含めた休日や夜間の応

急医療体制の不足、勤務医不足や診療科の偏在、看護師の不足等の課題について、対応してい

くことが求められています。

特に救急対応については、すべてを市内で受け入れることが困難なため、篠山市をはじめと

する近隣の病院と連携していますが、市内での受入対応が十分に整うとともに、市民が安心で

きるよう早期の病院統合が望まれるところです。

一方で、市内医療機関の機能低下をきっかけとした市民による医療を守る活動は、市民の医

療の現状に関する理解を深めるとともに、医療関係者の支えにもなっており、全国的にも注目

されています。

また、福祉医療費助成制度については、県との共同事業として実施していますが、所得制限

の基準が見直される等厳しい状況の中、市の単独事業の拡充により福祉の向上に努めてきまし

た。今後も県や他市町の取り組み、経済状況の変化などに対応し、福祉医療費助成制度の充実

及び適正化を図る必要があります。

資料：平成 年版消防年報

■めざすまちの姿

・市内の医療機関が相互に連携するとともに、市民はかかりつけ医を持ち、市民と医療従事

者が信頼関係を築いて地域医療を守り育てています。

・重度障がい者や乳幼児・子ども・ひとり親家庭などの社会的弱者に対する医療費の助成制

度が充実し、誰もが必要な時に安心して医療を受けています。

（％）

（年）

救急搬送における市内病院への搬送率
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■めざすまちの姿

・市民誰もが、隣近所での声かけや顔の見える関係を築き、身近なところで生活課題につい

て気軽に相談できる環境が整っています。

・市民誰もが、お互いに助け合い支え合いながら、安心して自立した生活を送っています。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

地域活動やボラン

ティア活動に参加し

たことがある市民の

割合

ボランティアが増加することで、よ

り多くの人が福祉に関わり、支え合

うことができるため。
％ ％

住んでいる地域は、

生活課題について、

気軽に相談できる環

境が整っていると感

じている市民の割合

生活課題を気軽に相談できる環境を

整えることが地域福祉の第一歩であ

ると考え、アンケート調査にて「そう

思う」「まあそう思う」と回答する市

民の割合を指標として捉える。

― 増加

資料：「地域活動やボランティア活動に参加したことがある市民の割合」の現状数値は、「地域福祉に関する市民意識調査」

（平成 年実施）

■役割分担
役割

市民・事業者

・市民一人一人が、地域とのつながりを持ち、いざというときに隣近所で必要

な手助けができる関係を築く。

・事業者は、地域との関わりを深めて必要な地域福祉を捉えるとともに、専門

的な視点から新たなサービスの提供、支援を行う。また、利用者の声を尊重

し、サービスの質を向上させる。

地域

・仲間づくり、役割づくり、居場所づくりを目的とした住民参加型の地域福祉

活動を進める。

・自治会、老人クラブ、ＰＴＡ、ボランティア団体、子ども会など様々な団体

が、地域でのネットワークづくりを進め、地域における支え合いの体制づく

りにつなげる。

行政

・民生委員・児童委員の適正な定数設定や担当区域の調整などによる負担軽減

を進めるとともに、福祉、健康、住宅、環境、雇用、教育など幅広い分野で

の横断的な連携を行う。

・地域福祉を推進する市民や関係機関・団体等の相互の連携・協力を促進し、

地域の課題解決に取り組む自主的な活動に対して支援を行う。

・市民の福祉ニーズを把握するとともに、適切なサービスが受けられるよう福

祉に関する情報を市民・地域へ積極的に提供する。

まちづくりの目標１ みんなで支え､育む生涯健康のまち
 
施策目標１ ３ 【地域福祉】支え合いのこころを育もう

■現状と課題

少子高齢化や核家族化の進行、地域のつながりの希薄化により、集落機能の維持が困難と

なっており、地域福祉において行政と市民をつなぐ役割を担う民生委員・児童委員の活動は、

ますます重要なものとなっています。しかし合併以前の担当区域を引き継いでいることから、

区域によって担当世帯数にバラツキがあり、なり手がいない状況も見られます。

また、自治会・自治協議会・ボランティア団体・老人クラブなどの市民活動団体の地域福祉

活動においては、新たな参加者が少なく担い手が不足していることから、幅広い参加が求めら

れています。

社会福祉協議会では、地域の福祉力を高めようと、地域福祉活動に欠かすことのできない地

域人材育成のための「サロンボランティア研修会」「災害ボランティア研修会」を開催し、ボラ

ンティアが活動しやすい環境づくりを進めています。また、地域福祉活動における世代交代が

進まず、高齢化している状況があるため、後継者確保の視点から新たな人材の発掘・育成につ

いて重点的に取り組むことにより、身近な地域で支え合う共助の仕組みをつくることが課題と

なっています。

資料：ボランティア登録カード集計（社会福祉協議会）

児童虐待防止キャンペーン（民生委員児童委員）

（人）

（年度）

ボランティア登録者数



■めざすまちの姿

・市民誰もが、隣近所での声かけや顔の見える関係を築き、身近なところで生活課題につい

て気軽に相談できる環境が整っています。

・市民誰もが、お互いに助け合い支え合いながら、安心して自立した生活を送っています。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

地域活動やボラン

ティア活動に参加し

たことがある市民の

割合

ボランティアが増加することで、よ

り多くの人が福祉に関わり、支え合

うことができるため。
％ ％

住んでいる地域は、

生活課題について、

気軽に相談できる環

境が整っていると感

じている市民の割合

生活課題を気軽に相談できる環境を

整えることが地域福祉の第一歩であ

ると考え、アンケート調査にて「そう

思う」「まあそう思う」と回答する市

民の割合を指標として捉える。

― 増加

資料：「地域活動やボランティア活動に参加したことがある市民の割合」の現状数値は、「地域福祉に関する市民意識調査」

（平成 年実施）

■役割分担
役割

市民・事業者

・市民一人一人が、地域とのつながりを持ち、いざというときに隣近所で必要

な手助けができる関係を築く。

・事業者は、地域との関わりを深めて必要な地域福祉を捉えるとともに、専門

的な視点から新たなサービスの提供、支援を行う。また、利用者の声を尊重

し、サービスの質を向上させる。

地域

・仲間づくり、役割づくり、居場所づくりを目的とした住民参加型の地域福祉

活動を進める。

・自治会、老人クラブ、ＰＴＡ、ボランティア団体、子ども会など様々な団体

が、地域でのネットワークづくりを進め、地域における支え合いの体制づく

りにつなげる。

行政

・民生委員・児童委員の適正な定数設定や担当区域の調整などによる負担軽減

を進めるとともに、福祉、健康、住宅、環境、雇用、教育など幅広い分野で

の横断的な連携を行う。

・地域福祉を推進する市民や関係機関・団体等の相互の連携・協力を促進し、

地域の課題解決に取り組む自主的な活動に対して支援を行う。

・市民の福祉ニーズを把握するとともに、適切なサービスが受けられるよう福

祉に関する情報を市民・地域へ積極的に提供する。

まちづくりの目標１ みんなで支え､育む生涯健康のまち
 
施策目標１ ３ 【地域福祉】支え合いのこころを育もう

■現状と課題

少子高齢化や核家族化の進行、地域のつながりの希薄化により、集落機能の維持が困難と

なっており、地域福祉において行政と市民をつなぐ役割を担う民生委員・児童委員の活動は、

ますます重要なものとなっています。しかし合併以前の担当区域を引き継いでいることから、

区域によって担当世帯数にバラツキがあり、なり手がいない状況も見られます。

また、自治会・自治協議会・ボランティア団体・老人クラブなどの市民活動団体の地域福祉

活動においては、新たな参加者が少なく担い手が不足していることから、幅広い参加が求めら

れています。

社会福祉協議会では、地域の福祉力を高めようと、地域福祉活動に欠かすことのできない地

域人材育成のための「サロンボランティア研修会」「災害ボランティア研修会」を開催し、ボラ

ンティアが活動しやすい環境づくりを進めています。また、地域福祉活動における世代交代が

進まず、高齢化している状況があるため、後継者確保の視点から新たな人材の発掘・育成につ

いて重点的に取り組むことにより、身近な地域で支え合う共助の仕組みをつくることが課題と

なっています。

資料：ボランティア登録カード集計（社会福祉協議会）

児童虐待防止キャンペーン（民生委員児童委員）

（人）

（年度）

ボランティア登録者数
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③要保護者への相談支援の体制づくり

・失業・生活困窮などで困っている市民の課題には、就労、生活、教育など様々な側面から

の複合的課題が絡み合っているため、市役所内で幅広い部局による庁内体制を図るととも

に社会福祉法人やＮＰＯ、民間企業など関連する多くの機関などを巻き込んだネットワー

クによる支援体制を整備します。

地域ぐるみで声かけ運動

  

【関連】 ②就労の場の確保

【関連部門別計画】 ○丹波市地域福祉計画

■施策の展開

①地域福祉の充実

・公的な福祉サービスだけでは対応できない多様な生活課題について、地域に暮らす住民同

士の助け合いで解決する仕組みをつくるため、隣近所や自治会等の「顔の見える地域」づ

くりを推進します。

・家庭や暮らしの中で、さまざまな生活課題を抱え、社会的に孤立している市民を受け止め

ることができる総合相談窓口を設け、相談を受けられる体制を整えます。

②地域福祉活動の活性化

・社会福祉協議会内のボランティア・市民活動センターとの連携を深め、地域福祉活動に関

心のある人にさまざまな情報を提供し、活動を始めやすい体制づくりに取り組みます。

・身近な相談役である民生委員・児童委員が地域づくり活動を継続して実施していくことが

できるよう、幅広い人材確保に向け、地域の実情に応じた推薦手続きや定数、担当区域の

見直しに取り組みます。

・地域福祉推進の中心的な担い手である社会福祉協議会と民生委員・児童委員、 、市

民ボランティア団体等の活動と福祉サービスが連携・協働し支え合える仕組みを構築しま

す。

・地域福祉を取り巻く課題について学び、考え、解決する場として「地域福祉教室」や「ふ

れあい・いきいきサロン」などを更に推進するため、社会福祉協議会等と連携し支援しま

す。

・地域福祉活動を継続して実施していくことができるよう、既存団体の後継者確保に向けた

人材育成の支援に加え、地域福祉の新たな担い手団体に対して支援します。

【関連】 ②健康で暮らせる体制づくり ③虐待を防止する体制の充実と権利擁護
①子育て支援の充実 ③児童虐待を防止する体制の構築
②地域包括ケアシステムの構築



③要保護者への相談支援の体制づくり

・失業・生活困窮などで困っている市民の課題には、就労、生活、教育など様々な側面から

の複合的課題が絡み合っているため、市役所内で幅広い部局による庁内体制を図るととも

に社会福祉法人やＮＰＯ、民間企業など関連する多くの機関などを巻き込んだネットワー

クによる支援体制を整備します。

地域ぐるみで声かけ運動

  

【関連】 ②就労の場の確保

【関連部門別計画】 ○丹波市地域福祉計画

■施策の展開

①地域福祉の充実

・公的な福祉サービスだけでは対応できない多様な生活課題について、地域に暮らす住民同

士の助け合いで解決する仕組みをつくるため、隣近所や自治会等の「顔の見える地域」づ

くりを推進します。

・家庭や暮らしの中で、さまざまな生活課題を抱え、社会的に孤立している市民を受け止め

ることができる総合相談窓口を設け、相談を受けられる体制を整えます。

②地域福祉活動の活性化

・社会福祉協議会内のボランティア・市民活動センターとの連携を深め、地域福祉活動に関

心のある人にさまざまな情報を提供し、活動を始めやすい体制づくりに取り組みます。

・身近な相談役である民生委員・児童委員が地域づくり活動を継続して実施していくことが

できるよう、幅広い人材確保に向け、地域の実情に応じた推薦手続きや定数、担当区域の

見直しに取り組みます。

・地域福祉推進の中心的な担い手である社会福祉協議会と民生委員・児童委員、 、市

民ボランティア団体等の活動と福祉サービスが連携・協働し支え合える仕組みを構築しま

す。

・地域福祉を取り巻く課題について学び、考え、解決する場として「地域福祉教室」や「ふ

れあい・いきいきサロン」などを更に推進するため、社会福祉協議会等と連携し支援しま

す。

・地域福祉活動を継続して実施していくことができるよう、既存団体の後継者確保に向けた

人材育成の支援に加え、地域福祉の新たな担い手団体に対して支援します。

【関連】 ②健康で暮らせる体制づくり ③虐待を防止する体制の充実と権利擁護
①子育て支援の充実 ③児童虐待を防止する体制の構築
②地域包括ケアシステムの構築
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■役割分担
役割

市民・事業者

・健康づくりの場への参加など、日常的に高齢者が顔を合わせ自らの健康づく

りに留意した生活を送る。

・高齢者は、自治会や各種ボランティア等に、地域の主な担い手として積極的

に参加する。

地域
・自治会等は、介護予防や認知症の正しい理解の普及啓発に取り組む。

・地域の担い手として高齢者の積極的な社会参加を促す。

行政

・老人クラブやふれあい・いきいきサロン等における出前講座等を開催し、介

護予防や認知症の正しい理解の普及啓発を行う。また、高齢者の社会参加型

ボランティアの育成を行う。

・知識や技術を学べる場の提供や社会参加の場の創出に努め、高齢者の生きが

いづくりに取り組む。

■施策の展開

①生きがいづくりの場の形成

・高齢者となる団塊世代を意識した就業機会の創出や、これまでの知識や経験を活かした新

たな社会参加の機会の充実など、高齢者が生きがいを持って積極的に活動できる環境を整

えます。

・老人クラブや高齢者の健康づくりの機会を活用し、高齢者が互いに交流を深める場を創出

します。

②健康で暮らせる体制づくり

・介護予防講座の全市的展開として、自治会等へ積極的に出向き、介護予防の普及に努める

とともに介護予防事業への参加を勧奨します。

・住み慣れた地域で長く暮らせるように、様々な生活支援サービスを提供するとともに、実

効性の高い事業を検討・企画し、各地域における施設や人材などを活用しながら実施しま

す。

・介護予防のために、地域包括支援センター、在宅介護支援センターの機能強化や関係部署

とのさらなる連携を図ります。

【関連】 ②地域福祉活動の活性化 ②地域包括ケアシステムの構築

【関連部門別計画】 ○丹波市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

まちづくりの目標１ みんなで支え､育む生涯健康のまち
 
施策目標１ ４ 【高齢者福祉】高齢者が生きがいを持って暮らせるようにしよう

■現状と課題

高齢者のひとり暮らし世帯や高齢者のみの世帯が増えており、高齢者が地域の中で孤立する

ことなく、住み慣れた地域で生きがいをもって安心して暮らすことができる地域づくりを推進

していく必要があります。

そのため、誰もが住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、高齢者自身が健康づくりや介護

予防への意識を高め、心身ともに健康で自立した生活が送れる環境づくりを推進するとともに、

高齢者とその家族を地域全体で支援する体制づくりが必要です。

さらに、団塊世代を中心とした元気な高齢者が自らの豊かな知識・技術・経験を活かして「地

域の担い手」として活躍できる仕組みづくりを検討し、社会参加を促進する必要があります。

資料：「老人クラブ加入率」は市資料、「シルバー人材センター登録者数」は公益社団法人丹波市

シルバー人材センター資料

■めざすまちの姿

・高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし、心身ともに健康で自立した生活を送っていま

す。

・これまでの知識や経験を活かして高齢者が社会活動に参加しており、地域が高齢者を大切

にする気風が醸成されています。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

各種介護予防講座受

講者数

高齢者の健康づくりや介護予防への

意識向上に向けた普及啓発を行う必

要があるため。
人 年 人 年

高齢者が積極的に地

域での活動に参加で

きていると感じてい

る市民の割合

高齢者が地域活動に参加できている

かどうかを、実感として把握するた

め、アンケート調査にて「そう思う」

「まあそう思う」と回答する市民の

割合を指標として捉える。

― 増加

資料：市資料
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予防への意識を高め、心身ともに健康で自立した生活が送れる環境づくりを推進するとともに、

高齢者とその家族を地域全体で支援する体制づくりが必要です。

さらに、団塊世代を中心とした元気な高齢者が自らの豊かな知識・技術・経験を活かして「地

域の担い手」として活躍できる仕組みづくりを検討し、社会参加を促進する必要があります。

資料：「老人クラブ加入率」は市資料、「シルバー人材センター登録者数」は公益社団法人丹波市

シルバー人材センター資料

■めざすまちの姿

・高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし、心身ともに健康で自立した生活を送っていま
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・これまでの知識や経験を活かして高齢者が社会活動に参加しており、地域が高齢者を大切
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■役割分担
役割

市民・事業者

・市民は、共生社会の実現に向けて、障がいについての正しい認識と理解を深

める。

・事業者は、障がいの種類や程度に応じた多様な雇用の場を提供することに努

める。

・サービスを提供する事業者は、サービスの質向上に向けて、研修機会を確保

し、計画的な事業展開に努める。

地域

・共生社会の実現に向けて、障がいについての正しい認識と理解を深める研修

等の機会を設ける。

・障がいのある人が、地域の中で気軽に相談できる体制を整える。

行政

・障がいのある人の自己選択・自己決定を支援するため、多様な選択肢を整え、

情報として提示する。

・権利擁護体制の構築に向けて、障がい特性等に関する正しい知識の普及啓発

を進める。

・障がいのある人が主体的に暮らすことができるよう相談支援体制を充実する。

・地域ボランティアの育成や活動支援を行う。

■施策の展開

①相談支援体制の充実

・相談支援体制の整備や相談支援事業所の拡充を図り、障がいのある人やその家族が地域で

適切な相談ができ、助言や必要なサービスを受けることができる環境を整えます。

②就労の場の確保

・働くことを希望する障がいのある人に対して、職業訓練の機会を提供するとともに、ハ

ローワーク等関係機関と連携し、一般雇用や福祉的就労を促進します。

③虐待を防止する体制の充実と権利擁護

・障がい者虐待を防止するために、関係機関、民間団体等との連携を深め、平常時から相談

支援体制と一体となった地域の見守り体制を充実します。

・障がいについての出前講座や障害者週間を活用したイベント等により、障がいに対する理

解を深める啓発をするとともに成年後見制度の周知を図り、権利擁護の体制を構築します。

④療育支援体制の充実

・障がいのある子どもが地域の中で豊かに成長できるよう、市立こども発達支援センターを

拠点とし保健、医療、福祉、教育の連携に努め、障がいの早期発見と障がいのある子ども

の将来を見据えた療育支援に努めます。

・関係機関と連携し、発達や障がいに関する相談、助言等の必要な支援を行います。

⑤社会参加の促進

・障がいのある人の移動支援や社会参加できる機会や場を提供するとともに、障がい者団体

等の活動を支援します。

・障がいのある人の社会参加のために、合理的配慮※を行い差別的な扱いを受けることがな

いような地域づくりを進めます。

【関連】 ④子どもの成長と学びの連続性を踏まえた教育の推進 ②特別保育の充実

【関連】 ③児童虐待を防止する体制の構築、 ②地域福祉活動の活性化
②地域包括ケアシステムの構築

【関連】 ③要保護者への相談支援の体制づくり

【関連部門別計画】 ○丹波市障害者基本計画 ○丹波市障害福祉計画

まちづくりの目標１ みんなで支え､育む生涯健康のまち
 
施策目標１ ５ 【障がい者・障がい児福祉】誰もが主体的に暮らせるまちをつくろう

■現状と課題

障がいのあるなしに関わらず誰もが主体的に暮らせるまちをめざすために、障がいの種類や

程度に応じたきめ細やかな相談の実施に向けて、基幹相談支援センターの設置について検討を

進め、相談支援体制の充実により障がい者の多様なニーズに対応していくことが必要です。

また、就労の機会が保障されることが重要であり、就労体験を含めて雇用の場の確保や環境

の整備が必要です。そして、障がいについての正しい認識と理解を深める普及啓発に取り組む

とともに、地域住民との交流の機会を拡大し、社会参加を促進する必要があります。

さらに、障がいのある子どもが地域の中で育ち、未来に向かって安心して暮らすことができ

るよう、市立こども発達支援センターを拠点に適切な相談や療育の提供、保健、医療、福祉と

教育の連携により、一人一人の個性や特性に適した支援を成長に応じて受けることができるよ

う対応していくことが必要です。

資料：市資料

■めざすまちの姿

・障がいのある人もない人も、誰もが相互に人格と個性を尊重して支え合う共生社会が実現

し、障がいのある人が、必要な障害福祉サービス等を利用しながら主体的に暮らせる権利

が保障され、自らの生活や人生設計を選択し、決定し、実現することができ、安心して暮

らしています。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

年間生活相談件数 障がいのある人が安心して生活して

いく上で、気軽に相談できる環境が

整っているかを把握するため。

件 件

住んでいる地域は、

障がいのある人が暮

らしやすい環境が

整っていると感じて

いる市民の割合

障がいのある人にとって暮らしやす

い環境が整っているかを、実感とし

て把握するため、アンケート調査に

て「そう思う」「まあそう思う」と回

答する市民の割合を指標として捉え

る。

― 増加

（件）

（年度）

生活相談件数



■役割分担
役割

市民・事業者

・市民は、共生社会の実現に向けて、障がいについての正しい認識と理解を深

める。

・事業者は、障がいの種類や程度に応じた多様な雇用の場を提供することに努

める。

・サービスを提供する事業者は、サービスの質向上に向けて、研修機会を確保

し、計画的な事業展開に努める。

地域

・共生社会の実現に向けて、障がいについての正しい認識と理解を深める研修

等の機会を設ける。

・障がいのある人が、地域の中で気軽に相談できる体制を整える。

行政

・障がいのある人の自己選択・自己決定を支援するため、多様な選択肢を整え、

情報として提示する。

・権利擁護体制の構築に向けて、障がい特性等に関する正しい知識の普及啓発

を進める。

・障がいのある人が主体的に暮らすことができるよう相談支援体制を充実する。

・地域ボランティアの育成や活動支援を行う。

■施策の展開

①相談支援体制の充実

・相談支援体制の整備や相談支援事業所の拡充を図り、障がいのある人やその家族が地域で

適切な相談ができ、助言や必要なサービスを受けることができる環境を整えます。

②就労の場の確保

・働くことを希望する障がいのある人に対して、職業訓練の機会を提供するとともに、ハ

ローワーク等関係機関と連携し、一般雇用や福祉的就労を促進します。

③虐待を防止する体制の充実と権利擁護

・障がい者虐待を防止するために、関係機関、民間団体等との連携を深め、平常時から相談

支援体制と一体となった地域の見守り体制を充実します。

・障がいについての出前講座や障害者週間を活用したイベント等により、障がいに対する理

解を深める啓発をするとともに成年後見制度の周知を図り、権利擁護の体制を構築します。

④療育支援体制の充実

・障がいのある子どもが地域の中で豊かに成長できるよう、市立こども発達支援センターを

拠点とし保健、医療、福祉、教育の連携に努め、障がいの早期発見と障がいのある子ども

の将来を見据えた療育支援に努めます。

・関係機関と連携し、発達や障がいに関する相談、助言等の必要な支援を行います。

⑤社会参加の促進

・障がいのある人の移動支援や社会参加できる機会や場を提供するとともに、障がい者団体

等の活動を支援します。

・障がいのある人の社会参加のために、合理的配慮※を行い差別的な扱いを受けることがな

いような地域づくりを進めます。

【関連】 ④子どもの成長と学びの連続性を踏まえた教育の推進 ②特別保育の充実

【関連】 ③児童虐待を防止する体制の構築、 ②地域福祉活動の活性化
②地域包括ケアシステムの構築

【関連】 ③要保護者への相談支援の体制づくり

【関連部門別計画】 ○丹波市障害者基本計画 ○丹波市障害福祉計画

まちづくりの目標１ みんなで支え､育む生涯健康のまち
 
施策目標１ ５ 【障がい者・障がい児福祉】誰もが主体的に暮らせるまちをつくろう

■現状と課題

障がいのあるなしに関わらず誰もが主体的に暮らせるまちをめざすために、障がいの種類や

程度に応じたきめ細やかな相談の実施に向けて、基幹相談支援センターの設置について検討を

進め、相談支援体制の充実により障がい者の多様なニーズに対応していくことが必要です。

また、就労の機会が保障されることが重要であり、就労体験を含めて雇用の場の確保や環境

の整備が必要です。そして、障がいについての正しい認識と理解を深める普及啓発に取り組む

とともに、地域住民との交流の機会を拡大し、社会参加を促進する必要があります。

さらに、障がいのある子どもが地域の中で育ち、未来に向かって安心して暮らすことができ

るよう、市立こども発達支援センターを拠点に適切な相談や療育の提供、保健、医療、福祉と

教育の連携により、一人一人の個性や特性に適した支援を成長に応じて受けることができるよ

う対応していくことが必要です。

資料：市資料

■めざすまちの姿

・障がいのある人もない人も、誰もが相互に人格と個性を尊重して支え合う共生社会が実現

し、障がいのある人が、必要な障害福祉サービス等を利用しながら主体的に暮らせる権利

が保障され、自らの生活や人生設計を選択し、決定し、実現することができ、安心して暮

らしています。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

年間生活相談件数 障がいのある人が安心して生活して

いく上で、気軽に相談できる環境が

整っているかを把握するため。

件 件

住んでいる地域は、

障がいのある人が暮

らしやすい環境が

整っていると感じて

いる市民の割合

障がいのある人にとって暮らしやす

い環境が整っているかを、実感とし

て把握するため、アンケート調査に

て「そう思う」「まあそう思う」と回

答する市民の割合を指標として捉え

る。

― 増加

（件）

（年度）

生活相談件数

み
ん
な
で
支
え
、
育
む
生
涯
健
康
の
ま
ち

目
標
１



■役割分担
役割

市民・事業者

・保護者（市民）は、社会や地域とのつながりを通して、子育てに必要な知識

や経験を身につけながら子育てをする。

・事業者は、従業員の仕事と子育ての両立が図れるよう、働きやすい雇用環境

の整備に努める。

地域

・地域や は、子育て中の保護者の負担や不安、孤立感を和らげられるよ

う、地域で子どもの見守りを行うとともに、気軽に子育て相談などができる

体制を整える。

行政

・質の高い幼児期の学校教育・保育や地域子ども・子育て支援事業を計画的に

実施する。

・ や市民ボランティア団体、地域の自主的な子育てグループ等の活動へ

の支援を通じて、子育て世代の仲間づくりを推進し、子育ての孤立感を和ら

げる。

・児童虐待やひとり親家庭に対する相談機能を強化するとともに、生活支援を

行う。

■施策の展開

①子育て支援の充実

・アフタースクールや一時預かり保育などの地域子ども・子育て支援事業を実施し、子育て

家庭の負担を軽減します。

・子どもの遊びの拠点や居場所となる児童館や子育て学習センターなどの運営の充実によ

り、子どもの安定した日常の生活を支援します。

・全ての子育て世帯に対し、家庭教育に関する情報提供や、必要な事業をより効果的に提供

できるよう、健康、福祉、教育等の関係機関が連携し、横断的な事業を展開します。

・家庭や地域の教育力の向上に向けて、 の活動を支援し、家庭教育に関する研修など

を充実します。

②子どもを見守り育てる体制の構築

・子どもたちの登下校の見守りや声かけによって、子どもたちと地域の人がふれあい、地域

の中で子どもが育つ機運の醸成に努めます。

③児童虐待を防止する体制の構築

・児童虐待をはじめ、様々な要因で保護を要する児童に対して、行政、地域、教育機関等が

情報を共有することにより、子どもや家庭状況の把握と理解を深め、適切な支援を行いま

す。

・保護者の子育てに関する様々な悩みに対応するため、研修による相談員の資質向上を図る

とともに、学校や福祉等の関係機関と連携を図りつつ、適切な心のケアに取り組みます。

  
【関連】 ②地域福祉活動の活性化 ③虐待を防止する体制の充実と権利擁護

②特別保育の充実 ③子育て拠点の充実

【関連】 ②地域福祉活動の活性化 ③学校・家庭・地域が一体となった「市民総がかりの教育」の推進
①幼児教育・保育の充実 ②特別保育の充実 ③子育て拠点の充実

【関連】 ④地域コミュニティとの連携強化

【関連部門別計画】 ○丹波市子ども・子育て支援事業計画

 
まちづくりの目標１ みんなで支え､育む生涯健康のまち

 
施策目標１ ６ 【子育て支援】子どもを産み育てやすい環境をつくろう

■現状と課題

少子化の進行に伴い児童数は減少傾向にありますが、核家族の増加や就労状況によりアフ

タースクールなどの放課後保育ニーズは高まっており、利用人数も増加しています。また、子

どもたちが安心して遊べる場所の確保も、保護者のニーズとして多くあります。このような子

育て支援に対するニーズに対応するため、平成 年 月に成立した子ども・子育て支援法に

基づいて策定する「子ども・子育て支援事業計画」に掲げる事業を展開していく必要がありま

す。

さらに、深刻化する児童虐待に対応するため、相談機能の強化に取り組んでいますが、相談

内容が複雑化し、解決が困難な事例が増えています。特に、ひとり親家庭では、多くが児童の

養育にあたって仕事と子育ての両方を担っていることから、仕事、住居、子育ての面で精神的・

経済的な不安などがあり、相談業務、生活支援へのニーズが高まっています。

資料：市資料

■めざすまちの姿

・社会全体で子育てを支え、安心して子どもを産み育てられる環境が整っています。

・全ての子育て家庭が、子育てや子どもの成長に喜びや生きがいを感じています。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

子育て自主グループ

数・参加者数

子育て自主グループ数と参加者数を

増やすことで、より多くの人が子育

てに関わり、支え合うことができる

ため。

グループ数

団体

グループ数

団体

参加者数

人

参加者数

人

地域全体で子育てを

支えていると感じて

いる市民の割合

地域全体で、子育てを支えていると

いう実感を把握するため、アンケー

ト調査にて「そう思う」「まあそう思

う」と回答する市民の割合を指標と

して捉える。

― 増加

資料：市資料

（箇所）

（年度）

アフタースクール開所数



■役割分担
役割

市民・事業者

・保護者（市民）は、社会や地域とのつながりを通して、子育てに必要な知識

や経験を身につけながら子育てをする。

・事業者は、従業員の仕事と子育ての両立が図れるよう、働きやすい雇用環境

の整備に努める。

地域

・地域や は、子育て中の保護者の負担や不安、孤立感を和らげられるよ

う、地域で子どもの見守りを行うとともに、気軽に子育て相談などができる

体制を整える。

行政

・質の高い幼児期の学校教育・保育や地域子ども・子育て支援事業を計画的に

実施する。

・ や市民ボランティア団体、地域の自主的な子育てグループ等の活動へ

の支援を通じて、子育て世代の仲間づくりを推進し、子育ての孤立感を和ら

げる。

・児童虐待やひとり親家庭に対する相談機能を強化するとともに、生活支援を

行う。

■施策の展開

①子育て支援の充実

・アフタースクールや一時預かり保育などの地域子ども・子育て支援事業を実施し、子育て

家庭の負担を軽減します。

・子どもの遊びの拠点や居場所となる児童館や子育て学習センターなどの運営の充実によ

り、子どもの安定した日常の生活を支援します。

・全ての子育て世帯に対し、家庭教育に関する情報提供や、必要な事業をより効果的に提供

できるよう、健康、福祉、教育等の関係機関が連携し、横断的な事業を展開します。

・家庭や地域の教育力の向上に向けて、 の活動を支援し、家庭教育に関する研修など

を充実します。

②子どもを見守り育てる体制の構築

・子どもたちの登下校の見守りや声かけによって、子どもたちと地域の人がふれあい、地域

の中で子どもが育つ機運の醸成に努めます。

③児童虐待を防止する体制の構築

・児童虐待をはじめ、様々な要因で保護を要する児童に対して、行政、地域、教育機関等が

情報を共有することにより、子どもや家庭状況の把握と理解を深め、適切な支援を行いま

す。

・保護者の子育てに関する様々な悩みに対応するため、研修による相談員の資質向上を図る

とともに、学校や福祉等の関係機関と連携を図りつつ、適切な心のケアに取り組みます。

  
【関連】 ②地域福祉活動の活性化 ③虐待を防止する体制の充実と権利擁護

②特別保育の充実 ③子育て拠点の充実

【関連】 ②地域福祉活動の活性化 ③学校・家庭・地域が一体となった「市民総がかりの教育」の推進
①幼児教育・保育の充実 ②特別保育の充実 ③子育て拠点の充実

【関連】 ④地域コミュニティとの連携強化

【関連部門別計画】 ○丹波市子ども・子育て支援事業計画

 
まちづくりの目標１ みんなで支え､育む生涯健康のまち

 
施策目標１ ６ 【子育て支援】子どもを産み育てやすい環境をつくろう

■現状と課題

少子化の進行に伴い児童数は減少傾向にありますが、核家族の増加や就労状況によりアフ

タースクールなどの放課後保育ニーズは高まっており、利用人数も増加しています。また、子

どもたちが安心して遊べる場所の確保も、保護者のニーズとして多くあります。このような子

育て支援に対するニーズに対応するため、平成 年 月に成立した子ども・子育て支援法に

基づいて策定する「子ども・子育て支援事業計画」に掲げる事業を展開していく必要がありま

す。

さらに、深刻化する児童虐待に対応するため、相談機能の強化に取り組んでいますが、相談

内容が複雑化し、解決が困難な事例が増えています。特に、ひとり親家庭では、多くが児童の

養育にあたって仕事と子育ての両方を担っていることから、仕事、住居、子育ての面で精神的・

経済的な不安などがあり、相談業務、生活支援へのニーズが高まっています。

資料：市資料

■めざすまちの姿

・社会全体で子育てを支え、安心して子どもを産み育てられる環境が整っています。

・全ての子育て家庭が、子育てや子どもの成長に喜びや生きがいを感じています。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

子育て自主グループ

数・参加者数

子育て自主グループ数と参加者数を

増やすことで、より多くの人が子育

てに関わり、支え合うことができる

ため。

グループ数

団体

グループ数

団体

参加者数

人

参加者数

人

地域全体で子育てを

支えていると感じて

いる市民の割合

地域全体で、子育てを支えていると

いう実感を把握するため、アンケー

ト調査にて「そう思う」「まあそう思

う」と回答する市民の割合を指標と

して捉える。

― 増加

資料：市資料

（箇所）

（年度）

アフタースクール開所数

み
ん
な
で
支
え
、
育
む
生
涯
健
康
の
ま
ち

目
標
１



■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

要介護認定率 被保険者数が増加する中で介護予防事

業の効果により、認定率増加の抑制に

つながっているか把握するため。

％ ２％以下

在宅サービスの提供

体制が整っていると

感じている市民の割

合

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続け

られる環境として、在宅サービスに対

する満足度を把握するため、アンケー

ト調査にて「そう思う」「まあそう思う」

と回答する市民の割合を指標として捉

える。

― 増加

■役割分担
役割

市民・事業者

・市民一人一人が介護予防の必要性を認識し、自発的に身近な地域で介護予防

を実践する。

・サービス事業者は、常に利用者の立場に立ち、生活機能低下の抑制や介護予

防など、高齢者の自立を支援する技術の開発に努める。

地域
・介護保険制度、介護予防等への認識や理解を深め、高齢者を地域で見守り支

え合う体制づくりに取り組む。

行政

・介護保険制度、介護予防、認知症等に対する理解を深めるための普及啓発を

行い、実効性の高い介護予防事業を実施する。

・高齢者を地域で見守り支え合う体制の構築に向けて、各地域に働きかける。

・高齢者の権利擁護の構築に向けて相談支援体制を充実する。

■施策の展開

①安心できる地域に密着した介護サービスの充実

・支援を必要とする高齢者が、自分にあったサービスを受けることができるよう介護サービ

スの充実に取り組むとともに、できる限り住み慣れた家庭や地域で安心して暮らしていけ

るよう、在宅サービスを中心とした計画的なサービスの提供に努めます。

②地域包括ケアシステムの構築

・高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、生活機能低下の早期発見や、その対応

に向けた地域包括ケアシステムを構築します。

・市民、地域、事業所、地域包括支援センターなどが互いに連携しながら、地域における見

守りや支え合いのネットワーク体制を整えます。

・医療と介護の連携を進めていく必要があることから、市内の医師と介護支援専門員、サー

ビス事業者等との情報共有、連携を進めます。

・地域包括支援センターが中心となり、地域ケア会議の開催や、自治会、自治協議会、ボラ

ンティア等との連携による生活支援などのサービスを提供するとともに、高齢者虐待防止

に関する講習会の開催等を通じて高齢者の権利を守る意識啓発を行います。

・認知症に対する正しい理解を促進し、認知症の予防・普及啓発から早期発見、適切な医療、

地域での支援まで、認知症の人と家族を取り巻く支援体制を確立します。

【関連】 ②地域福祉活動の活性化 ②健康で暮らせる体制づくり
③虐待を防止する体制の充実と権利擁護

【関連部門別計画】 ○丹波市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

まちづくりの目標１ みんなで支え､育む生涯健康のまち
 
施策目標１ ７ 【介護保険】安心して介護サービスを受けられるようにしよう

■現状と課題

高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして定着してきた介護保険制度は、ますます進

む高齢化を見据え、予防重視型システムへの転換や施設給付の見直し、地域密着型サービスの

創設など、サービス体系の見直しが行われました。今後、社会保障制度全般における見直しの

中で地域包括ケアシステムづくりの推進が必要です。

本市においても、高齢化率の上昇や家族形態の変化等による老老介護や遠距離介護、虐待と

いった新たな介護問題が懸念されています。また、本市の要介護認定率は近年上昇傾向にある

中で、介護問題はますます多様化しています。

そのため、高齢者ができる限り住み慣れた家庭や地域で生活できるよう、介護予防や在宅（自

宅を中心に利用する）サービスを充実するとともに、高齢者を地域で見守り支え合う体制を構

築する必要があります。

さらには、認知症の人や高齢者虐待の増加が見込まれる中、高齢者の権利を擁護する体制整

備も不可欠となっています。

特に、介護保険制度は各市町村が運営主体となっており、介護保険から給付される費用の増

大が予測される中で、将来にわたって持続可能な制度として実施・運営に努める必要がありま

す。

資料：市資料

資料：市資料

■めざすまちの姿

・地域に密着した介護サービスの提供体制が整い、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活

を送っています。

（人）

（年度）

年間認知症サポーター養成講座受講者数

（％）

（年度）

要介護認定率



■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

要介護認定率 被保険者数が増加する中で介護予防事

業の効果により、認定率増加の抑制に

つながっているか把握するため。

％ ２％以下

在宅サービスの提供

体制が整っていると

感じている市民の割

合

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続け

られる環境として、在宅サービスに対

する満足度を把握するため、アンケー

ト調査にて「そう思う」「まあそう思う」

と回答する市民の割合を指標として捉

える。

― 増加

■役割分担
役割

市民・事業者

・市民一人一人が介護予防の必要性を認識し、自発的に身近な地域で介護予防

を実践する。

・サービス事業者は、常に利用者の立場に立ち、生活機能低下の抑制や介護予

防など、高齢者の自立を支援する技術の開発に努める。

地域
・介護保険制度、介護予防等への認識や理解を深め、高齢者を地域で見守り支

え合う体制づくりに取り組む。

行政

・介護保険制度、介護予防、認知症等に対する理解を深めるための普及啓発を

行い、実効性の高い介護予防事業を実施する。

・高齢者を地域で見守り支え合う体制の構築に向けて、各地域に働きかける。

・高齢者の権利擁護の構築に向けて相談支援体制を充実する。

■施策の展開

①安心できる地域に密着した介護サービスの充実

・支援を必要とする高齢者が、自分にあったサービスを受けることができるよう介護サービ

スの充実に取り組むとともに、できる限り住み慣れた家庭や地域で安心して暮らしていけ

るよう、在宅サービスを中心とした計画的なサービスの提供に努めます。

②地域包括ケアシステムの構築

・高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、生活機能低下の早期発見や、その対応

に向けた地域包括ケアシステムを構築します。

・市民、地域、事業所、地域包括支援センターなどが互いに連携しながら、地域における見

守りや支え合いのネットワーク体制を整えます。

・医療と介護の連携を進めていく必要があることから、市内の医師と介護支援専門員、サー

ビス事業者等との情報共有、連携を進めます。

・地域包括支援センターが中心となり、地域ケア会議の開催や、自治会、自治協議会、ボラ

ンティア等との連携による生活支援などのサービスを提供するとともに、高齢者虐待防止

に関する講習会の開催等を通じて高齢者の権利を守る意識啓発を行います。

・認知症に対する正しい理解を促進し、認知症の予防・普及啓発から早期発見、適切な医療、

地域での支援まで、認知症の人と家族を取り巻く支援体制を確立します。

【関連】 ②地域福祉活動の活性化 ②健康で暮らせる体制づくり
③虐待を防止する体制の充実と権利擁護

【関連部門別計画】 ○丹波市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

まちづくりの目標１ みんなで支え､育む生涯健康のまち
 
施策目標１ ７ 【介護保険】安心して介護サービスを受けられるようにしよう

■現状と課題

高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして定着してきた介護保険制度は、ますます進

む高齢化を見据え、予防重視型システムへの転換や施設給付の見直し、地域密着型サービスの

創設など、サービス体系の見直しが行われました。今後、社会保障制度全般における見直しの

中で地域包括ケアシステムづくりの推進が必要です。

本市においても、高齢化率の上昇や家族形態の変化等による老老介護や遠距離介護、虐待と

いった新たな介護問題が懸念されています。また、本市の要介護認定率は近年上昇傾向にある

中で、介護問題はますます多様化しています。

そのため、高齢者ができる限り住み慣れた家庭や地域で生活できるよう、介護予防や在宅（自

宅を中心に利用する）サービスを充実するとともに、高齢者を地域で見守り支え合う体制を構

築する必要があります。

さらには、認知症の人や高齢者虐待の増加が見込まれる中、高齢者の権利を擁護する体制整

備も不可欠となっています。

特に、介護保険制度は各市町村が運営主体となっており、介護保険から給付される費用の増

大が予測される中で、将来にわたって持続可能な制度として実施・運営に努める必要がありま

す。

資料：市資料

資料：市資料

■めざすまちの姿

・地域に密着した介護サービスの提供体制が整い、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活

を送っています。

（人）

（年度）

年間認知症サポーター養成講座受講者数

（％）

（年度）

要介護認定率
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１



■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

【国民健康保険】

特定健診・特定保健

指導受診率

特定健診を受けることで、病気の早

期発見・予防ができ、特定健診後の指

導を受けることで、生活習慣が改善

され、健康維持・増進につながるた

め。

特定健診

％
％

特定保健指導

％

特定健診・特定保健

指導により生活習慣

の改善につながって

いると感じている市

民の割合

健康診査や保健指導が、自らの生活

習慣の改善につながっているのかど

うかを実感として把握するため、ア

ンケート調査にて「そう思う」「まあ

そう思う」と回答する市民の割合を

指標として捉える。

― 増加

■役割分担
役割

市民・事業者

・国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金などの届出を確実に行う。

・国民健康保険税や後期高齢者医療保険料を納期限までに納付する。

・年一回は特定健診を受診するなど、自らの健康に留意し健康づくりに取り組

む。

地域
・自治協議会単位あるいは自治会単位で健康教室を開くなど、生活習慣の改善

に向けた健康意識の向上を進める。

行政

・特定健診の受診の必要性や健康づくりのための意識啓発を積極的に行うと

ともに、特定健診を受診しやすい体制を整える。

・保険税（料）の収納率の向上のため、納税相談の実施、口座振替の推奨等を

行う。

・制度の意義や趣旨、重要性に関する説明や情報提供を積極的に行う。

■施策の展開

①特定健診・特定保健指導の受診率向上

・国民健康保険加入者が、特定健診・特定保健指導の必要性を十分理解できるよう、様々な

広報手段を活用して周知、受診啓発を行うとともに、より受診しやすい健診体制を整える

ことで、生活習慣病の予防や早期発見・早期治療を支援します。

・健診結果に応じて丁寧に保健指導を行い、健康の保持をサポートします。

②後期高齢者医療制度の啓発

・兵庫県後期高齢者医療広域連合と連携し、制度の周知を行いながら、納税相談の実施、口

座振替の推進等、保険料の収納率の向上に努め、適正かつ円滑な運営を行います。

③国民健康保険税の適正な賦課・徴収

・市町村国保財政運営の都道府県単位化や社会保障制度改革等の動向を注視しつつ、医療費

等に応じた適正な保険税率等を設定するとともに、加入者への意識啓発や納付相談及び滞

納整理を強化し、一層の収納率向上に取り組みます。

【関連】 ②健診等の充実

まちづくりの目標１ みんなで支え､育む生涯健康のまち
 

施策目標１ ８
【国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金】

健康と老後の保障を支えよう

■現状と課題

国民健康保険の加入者が減少する一方で、１人当たりの医療費は増加しており、また、低所

得世帯が多いことからも、国民健康保険の財政は非常に厳しくなっています。そのような中で、

被保険者が健康を維持し、将来の医療費抑制につながるよう、特定健康診査・特定保健指導※

に取り組んでいます。

特定健診については、受診率が伸びておらず、受診率向上に向けた取り組みが必要です。ま

た、特定保健指導については、毎年同じ人が指導の対象となっているなどの問題もあり、新た

な対策が必要となっています。

国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の収納率の向上は、公平で健全な財政運営を行う上

でも重要な課題です。滞納者の実態を早期に把握し、適切な納付勧奨等を行うことで、滞納者

を減らしていく必要があります。

国民年金については、加入者の所得低下や制度に対する信頼の喪失など、年金を取り巻く環

境が大変厳しい状況にある中で、将来における無年金者の増加が懸念されることから、これま

で以上に市民の理解を求めていく必要があります。

資料：市資料

■めざすまちの姿

・すべての市民が、積極的に健康づくりに取り組むことで健康寿命が延び、保険税（料）や

医療費の負担が少なくなっています。

・国民健康保険などの制度の趣旨を理解し、保険税（料）を適正に納付することにより健全

な財政運営がなされています。

医
療
費

円/

人
）

受
診
率
（％
）

（年度）

特定健診・特定保健指導受診率及び一人当たりの医療費

（国民健康保険加入者）

一人当たり医療費 特定健診受診率 特定保健指導受診率



■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

【国民健康保険】

特定健診・特定保健

指導受診率

特定健診を受けることで、病気の早

期発見・予防ができ、特定健診後の指

導を受けることで、生活習慣が改善

され、健康維持・増進につながるた

め。

特定健診

％
％

特定保健指導

％

特定健診・特定保健

指導により生活習慣

の改善につながって

いると感じている市

民の割合

健康診査や保健指導が、自らの生活

習慣の改善につながっているのかど

うかを実感として把握するため、ア

ンケート調査にて「そう思う」「まあ

そう思う」と回答する市民の割合を

指標として捉える。

― 増加

■役割分担
役割

市民・事業者

・国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金などの届出を確実に行う。

・国民健康保険税や後期高齢者医療保険料を納期限までに納付する。

・年一回は特定健診を受診するなど、自らの健康に留意し健康づくりに取り組

む。

地域
・自治協議会単位あるいは自治会単位で健康教室を開くなど、生活習慣の改善

に向けた健康意識の向上を進める。

行政

・特定健診の受診の必要性や健康づくりのための意識啓発を積極的に行うと

ともに、特定健診を受診しやすい体制を整える。

・保険税（料）の収納率の向上のため、納税相談の実施、口座振替の推奨等を

行う。

・制度の意義や趣旨、重要性に関する説明や情報提供を積極的に行う。

■施策の展開

①特定健診・特定保健指導の受診率向上

・国民健康保険加入者が、特定健診・特定保健指導の必要性を十分理解できるよう、様々な

広報手段を活用して周知、受診啓発を行うとともに、より受診しやすい健診体制を整える

ことで、生活習慣病の予防や早期発見・早期治療を支援します。

・健診結果に応じて丁寧に保健指導を行い、健康の保持をサポートします。

②後期高齢者医療制度の啓発

・兵庫県後期高齢者医療広域連合と連携し、制度の周知を行いながら、納税相談の実施、口

座振替の推進等、保険料の収納率の向上に努め、適正かつ円滑な運営を行います。

③国民健康保険税の適正な賦課・徴収

・市町村国保財政運営の都道府県単位化や社会保障制度改革等の動向を注視しつつ、医療費

等に応じた適正な保険税率等を設定するとともに、加入者への意識啓発や納付相談及び滞

納整理を強化し、一層の収納率向上に取り組みます。

【関連】 ②健診等の充実

まちづくりの目標１ みんなで支え､育む生涯健康のまち
 

施策目標１ ８
【国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金】

健康と老後の保障を支えよう

■現状と課題

国民健康保険の加入者が減少する一方で、１人当たりの医療費は増加しており、また、低所

得世帯が多いことからも、国民健康保険の財政は非常に厳しくなっています。そのような中で、

被保険者が健康を維持し、将来の医療費抑制につながるよう、特定健康診査・特定保健指導※

に取り組んでいます。

特定健診については、受診率が伸びておらず、受診率向上に向けた取り組みが必要です。ま

た、特定保健指導については、毎年同じ人が指導の対象となっているなどの問題もあり、新た

な対策が必要となっています。

国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の収納率の向上は、公平で健全な財政運営を行う上

でも重要な課題です。滞納者の実態を早期に把握し、適切な納付勧奨等を行うことで、滞納者

を減らしていく必要があります。

国民年金については、加入者の所得低下や制度に対する信頼の喪失など、年金を取り巻く環

境が大変厳しい状況にある中で、将来における無年金者の増加が懸念されることから、これま

で以上に市民の理解を求めていく必要があります。

資料：市資料

■めざすまちの姿

・すべての市民が、積極的に健康づくりに取り組むことで健康寿命が延び、保険税（料）や

医療費の負担が少なくなっています。

・国民健康保険などの制度の趣旨を理解し、保険税（料）を適正に納付することにより健全

な財政運営がなされています。

医
療
費

円/

人
）

受
診
率
（％
）

（年度）

特定健診・特定保健指導受診率及び一人当たりの医療費

（国民健康保険加入者）

一人当たり医療費 特定健診受診率 特定保健指導受診率
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え
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１



２ 誰もが住みたい定住のまち

交流・定住を促進するため、土地利用の適正化、ごみ処理、景観形成など、里山の自然や景観

を守り育てるとともに、安全で快適な道路整備や公共交通の利便性の向上、河川、上水道、生活

排水の一体的な水環境対策などを進め、誰もが住みたい定住のまちをつくります。

２ 誰もが住みたい定住のまち

施 策 目 標まちづくりの目標

２ １ 土地利用
緑豊かな自然環境を活かし、地域がとも

に発展するまちをつくろう

２ ３ 道路・河川
人や環境にやさしい道路や河川をつくろう

２ ４ 住宅
丹（まごころ）の里に住みたい快適で安全

な住環境をつくろう

２ ５ 上水道
里山を守り、安全な水道水を安定して供

給しよう

２ ６ 生活排水
生活排水施設を適切に管理し、清らかな

水環境を守ろう

２ ７ ごみ処理
ごみの分別を徹底し、環境に配慮した循

環型社会を形成しよう

２ ８ 景観
自然と歴史文化が織りなす里山景観を守

り育てよう

２ ２ 公共交通
公共交通をみんなで支えていこう

④国民健康保険制度の積極的な情報提供と制度周知

・国民健康保険事業の仕組みや財政状況、給付方法、負担軽減制度等について、わかりやす

く情報を提供し、周知を行います。

⑤国民年金制度の積極的な情報提供と制度周知

・将来の無年金者の発生を防止し、年金受給権を確保するために、加入記録の確認や保険料

納付困難者に対する免除申請の啓発に努めるとともに、制度の意義や趣旨、重要性に関し

て、わかりやすく情報を提供し周知を行います。

生活習慣病の予防（特定保健指導風景）

【関連部門別計画】 ○丹波市国民健康保険特定健康診査等実施計画



２ 誰もが住みたい定住のまち

交流・定住を促進するため、土地利用の適正化、ごみ処理、景観形成など、里山の自然や景観

を守り育てるとともに、安全で快適な道路整備や公共交通の利便性の向上、河川、上水道、生活

排水の一体的な水環境対策などを進め、誰もが住みたい定住のまちをつくります。

２ 誰もが住みたい定住のまち

施 策 目 標まちづくりの目標

２ １ 土地利用
緑豊かな自然環境を活かし、地域がとも

に発展するまちをつくろう

２ ３ 道路・河川
人や環境にやさしい道路や河川をつくろう

２ ４ 住宅
丹（まごころ）の里に住みたい快適で安全

な住環境をつくろう

２ ５ 上水道
里山を守り、安全な水道水を安定して供

給しよう

２ ６ 生活排水
生活排水施設を適切に管理し、清らかな

水環境を守ろう

２ ７ ごみ処理
ごみの分別を徹底し、環境に配慮した循

環型社会を形成しよう

２ ８ 景観
自然と歴史文化が織りなす里山景観を守

り育てよう

２ ２ 公共交通
公共交通をみんなで支えていこう

④国民健康保険制度の積極的な情報提供と制度周知

・国民健康保険事業の仕組みや財政状況、給付方法、負担軽減制度等について、わかりやす

く情報を提供し、周知を行います。

⑤国民年金制度の積極的な情報提供と制度周知

・将来の無年金者の発生を防止し、年金受給権を確保するために、加入記録の確認や保険料

納付困難者に対する免除申請の啓発に努めるとともに、制度の意義や趣旨、重要性に関し

て、わかりやすく情報を提供し周知を行います。

生活習慣病の予防（特定保健指導風景）

【関連部門別計画】 ○丹波市国民健康保険特定健康診査等実施計画

誰
も
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■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

年度

地域・地区のまちづ

くりルールの計画面

積

土地利用の規制誘導のルールをつく

ることが、自然環境を保全し、地域の

特性を活かしたまちづくりにつなが

るため。

ｋ㎡ ｋ㎡

里山の自然環境が丹

波市の魅力であると

感じる市民の割合

自然環境の魅力が、適正な土地利用

の確保につながるため、アンケート

調査にて「そう思う」「まあそう思う」

と回答する市民の割合を指標として

捉える。

－ 増加

（注）「地域・地区のまちづくりルールの計画面積」とは、「都市計画法の地域地区等＋緑豊かな地域環境の形成に関する条

例（緑条例）の計画整備地区」

資料：市資料

若者に魅力ある良好な市街地（ハートタウン石生）

まちづくりの目標２ 誰もが住みたい定住のまち

施策目標２ １
【土地利用】

緑豊かな自然環境を活かし、地域がともに発展するまちをつくろう

■現状と課題

自然環境と調和した快適で魅力あるまちづくりを推進するためには、農業地域や森林地域で

の無秩序な開発を防止し、水と緑豊かな自然環境や里山の景観と調和した土地利用の推進が必

要不可欠です。

本市は広い市域に低密度に居住地が広がっており、旧町中心部に形成された市街地を拠点に、

それぞれの地域でコミュニティの基盤となる日常生活圏を形成しています。

今後、人口減少の進行により、購買力の低下などが危惧されることから、広域拠点における

商業・業務・サービス機能の充実・強化とともに、地域拠点では、日常の買い物、診療、福祉

サービスなど生活利便機能の維持・充実に努める必要があります。

そのため、一定の商業集積が見られる稲継交差点周辺においては、都市計画手法（地域地区

等）を活用した計画的な土地利用の規制・誘導策を講じ、土地利用の方向性等を明確にする必

要があります。

また、土地の有効な利用を図るため、土地の実態を把握する地籍調査を計画的に進めていま

す。調査面積の多くを占める山林部については、土地所有者の高齢化や所在不明者の増加など

時間の経過とともに境界確認が困難となりつつあるため、単年度の調査実施面積を拡大する必

要があります。

資料：市資料

■めざすまちの姿

・自然環境と共生し、地域の特性を活かした適正な土地利用が形成されているとともに、土

地境界が明確にされることで資産として保全され、土地開発や災害復旧が迅速に遂行され

ています。

・災害に強く、公共交通や生活基盤が整った安全・安心で快適な居住環境が維持されていま

す。また、広域交通網を活かした産業や広域的な商業拠点が形成されるとともに、地域の

日常生活圏における生活利便機能が維持されています。

（ｋ㎡）

（年度）

地籍調査面積（耕地部＋山林部）



■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

年度

地域・地区のまちづ

くりルールの計画面

積

土地利用の規制誘導のルールをつく

ることが、自然環境を保全し、地域の

特性を活かしたまちづくりにつなが

るため。

ｋ㎡ ｋ㎡

里山の自然環境が丹

波市の魅力であると

感じる市民の割合

自然環境の魅力が、適正な土地利用

の確保につながるため、アンケート

調査にて「そう思う」「まあそう思う」

と回答する市民の割合を指標として

捉える。

－ 増加

（注）「地域・地区のまちづくりルールの計画面積」とは、「都市計画法の地域地区等＋緑豊かな地域環境の形成に関する条

例（緑条例）の計画整備地区」

資料：市資料

若者に魅力ある良好な市街地（ハートタウン石生）

まちづくりの目標２ 誰もが住みたい定住のまち

施策目標２ １
【土地利用】

緑豊かな自然環境を活かし、地域がともに発展するまちをつくろう

■現状と課題

自然環境と調和した快適で魅力あるまちづくりを推進するためには、農業地域や森林地域で

の無秩序な開発を防止し、水と緑豊かな自然環境や里山の景観と調和した土地利用の推進が必

要不可欠です。

本市は広い市域に低密度に居住地が広がっており、旧町中心部に形成された市街地を拠点に、

それぞれの地域でコミュニティの基盤となる日常生活圏を形成しています。

今後、人口減少の進行により、購買力の低下などが危惧されることから、広域拠点における

商業・業務・サービス機能の充実・強化とともに、地域拠点では、日常の買い物、診療、福祉

サービスなど生活利便機能の維持・充実に努める必要があります。

そのため、一定の商業集積が見られる稲継交差点周辺においては、都市計画手法（地域地区

等）を活用した計画的な土地利用の規制・誘導策を講じ、土地利用の方向性等を明確にする必

要があります。

また、土地の有効な利用を図るため、土地の実態を把握する地籍調査を計画的に進めていま

す。調査面積の多くを占める山林部については、土地所有者の高齢化や所在不明者の増加など

時間の経過とともに境界確認が困難となりつつあるため、単年度の調査実施面積を拡大する必

要があります。

資料：市資料

■めざすまちの姿

・自然環境と共生し、地域の特性を活かした適正な土地利用が形成されているとともに、土

地境界が明確にされることで資産として保全され、土地開発や災害復旧が迅速に遂行され

ています。

・災害に強く、公共交通や生活基盤が整った安全・安心で快適な居住環境が維持されていま

す。また、広域交通網を活かした産業や広域的な商業拠点が形成されるとともに、地域の

日常生活圏における生活利便機能が維持されています。

（ｋ㎡）

（年度）

地籍調査面積（耕地部＋山林部）
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■施策の展開

①計画的な土地利用の推進

・里山を守り育てまちの活性化につなげていくため、都市計画や県の景観計画等の各種制度

などを活用し、水と緑豊かな自然や景観を保全しつつ、里山の実情に応じた管理・活用を

誘導します。

・稲継交差点周辺について、広域的な商業地を計画的に誘導するため、都市計画制度等を活

用し、商業施設の立地や売場面積などを適切に規制誘導するとともに都市基盤整備を推進

します。

・地域の商業拠点については、住民の生活利便機能の維持・充実に努めるため、商業者の取

り組みを支援し、広域的な商業地との共存・共栄に努めます。なお、市街化が進む地域拠

点については、その動向を踏まえて、生活サービス施設等を適切に誘導します。

・定住環境にふさわしい安全・安心で快適な住環境を確保するため、農山村の生活環境との

調和を図りながら、道路、公園、上下水道など都市基盤施設を整備・維持・更新すること

により、良好な市街地を形成します。

②地籍調査事業

・土地に関する記録（所有者、地番、地目、面積等）を明確にする地籍調査を推進します。

・山林部については、山村境界基本調査の導入などにより、境界情報を速やかに把握します。

土地境界の調査（地籍調査）

【関連】 ②自然環境の保全と創造

【関連部門別計画】 ○丹波市都市計画マスタープラン ○丹波市農業振興地域整備計画

■役割分担
役割

市民・事業者

・日常の買い物や診療などにおいて、可能な限り地域拠点での利用を心がける

とともに、良好な地域環境の形成に向けたルールづくりに地域住民が主体と

なって関わる。

・事業者は、開発行為や事業活動において、周辺環境との調和を図るよう配慮

するとともに、地域のまちづくりに参画し、良好な地域づくりに取り組む。

・地籍の確定のため市民は現地立会に協力し、土地の境界が確定できるよう権

利者間での調整を行う。

・事業者は、森林整備の推進を図る上で重要な要素である境界確定に努める。

地域

・住民の参画のもと、地域コミュニティによる農村環境の維持・改善に努める

とともに、農林施策などと連携して、遊休農地対策、鳥獣害対策などに取り

組む。

・県の緑条例による地区整備計画などを活かして、地域独自の土地利用や地域

のまちづくりに取り組む。

・森林の持つ公益的機能を市民の共有財産として引き継いでいくため、境界に

関する情報を整理し、管理方針を決めながら境界確定に努める。

行政

・広域拠点や地域拠点市街地における適正な土地利用に向けた調査研究を行

うとともに、必要な土地利用施策及び都市施設に対する都市計画決定を行

う。

・地籍調査の年間目標実施面積を的確に実施し、実施地区単位の登記完了をス

ケジュールどおりに行う。

・森林法や農業振興地域の整備に関する法律等の各種法令の遵守、県の緑条

例、市の開発指導要綱等の継続運用を行い、無秩序な開発を防止する。

住宅と田園が調和した適正な土地利用が求められる



■施策の展開

①計画的な土地利用の推進

・里山を守り育てまちの活性化につなげていくため、都市計画や県の景観計画等の各種制度

などを活用し、水と緑豊かな自然や景観を保全しつつ、里山の実情に応じた管理・活用を

誘導します。

・稲継交差点周辺について、広域的な商業地を計画的に誘導するため、都市計画制度等を活

用し、商業施設の立地や売場面積などを適切に規制誘導するとともに都市基盤整備を推進

します。

・地域の商業拠点については、住民の生活利便機能の維持・充実に努めるため、商業者の取

り組みを支援し、広域的な商業地との共存・共栄に努めます。なお、市街化が進む地域拠

点については、その動向を踏まえて、生活サービス施設等を適切に誘導します。

・定住環境にふさわしい安全・安心で快適な住環境を確保するため、農山村の生活環境との

調和を図りながら、道路、公園、上下水道など都市基盤施設を整備・維持・更新すること

により、良好な市街地を形成します。

②地籍調査事業

・土地に関する記録（所有者、地番、地目、面積等）を明確にする地籍調査を推進します。

・山林部については、山村境界基本調査の導入などにより、境界情報を速やかに把握します。

土地境界の調査（地籍調査）

【関連】 ②自然環境の保全と創造

【関連部門別計画】 ○丹波市都市計画マスタープラン ○丹波市農業振興地域整備計画

■役割分担
役割

市民・事業者

・日常の買い物や診療などにおいて、可能な限り地域拠点での利用を心がける

とともに、良好な地域環境の形成に向けたルールづくりに地域住民が主体と

なって関わる。

・事業者は、開発行為や事業活動において、周辺環境との調和を図るよう配慮

するとともに、地域のまちづくりに参画し、良好な地域づくりに取り組む。

・地籍の確定のため市民は現地立会に協力し、土地の境界が確定できるよう権

利者間での調整を行う。

・事業者は、森林整備の推進を図る上で重要な要素である境界確定に努める。

地域

・住民の参画のもと、地域コミュニティによる農村環境の維持・改善に努める

とともに、農林施策などと連携して、遊休農地対策、鳥獣害対策などに取り

組む。

・県の緑条例による地区整備計画などを活かして、地域独自の土地利用や地域

のまちづくりに取り組む。

・森林の持つ公益的機能を市民の共有財産として引き継いでいくため、境界に

関する情報を整理し、管理方針を決めながら境界確定に努める。

行政

・広域拠点や地域拠点市街地における適正な土地利用に向けた調査研究を行

うとともに、必要な土地利用施策及び都市施設に対する都市計画決定を行

う。

・地籍調査の年間目標実施面積を的確に実施し、実施地区単位の登記完了をス

ケジュールどおりに行う。

・森林法や農業振興地域の整備に関する法律等の各種法令の遵守、県の緑条

例、市の開発指導要綱等の継続運用を行い、無秩序な開発を防止する。

住宅と田園が調和した適正な土地利用が求められる

誰
も
が
住
み
た
い
定
住
の
ま
ち

目
標
２



■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

ＪＲ福知山線市内駅

年間乗車人員数

少子高齢化の進展により全国的な傾

向として鉄道利用の増加は見込めな

いが、サービスの向上を要望してい

くためには、利用者増に向けた取り

組みが必要であるため。

千人 千人

定期的に公共交通を

利用している市民の

割合

定期的な利用者の増加が、安定した

運営につながるため。 － 増加

資料：市資料

■役割分担
役割

市民・事業者
・市民は、暮らしの中で公共交通を上手に活用する。

・交通事業者は、顧客のニーズを的確に把握し、運行サービスの見直しを図る。

地域 ・公共交通の利便性や重要性を広め、利用を促す。

行政

・交通事業者等と調整を図り、公共交通の利便性の向上に努めるとともに、上

手な乗り方、お得な制度などの情報を積極的に発信する。

・交通ネットワークを維持するための交通事業者等への運営支援を行う。

・鉄道の複線化に向けて、県・近隣市との連携、協力を図る。

■施策の展開

①鉄道機能・駅機能等の改善要請

・篠山口～福知山駅間の複線化に向けては、他の交通機関との乗り継ぎの利便性等を強化し、

鉄道利用者の増加に努めつつ、県・近隣市と連携しながら に働きかけます。

・ＪＲ柏原駅については、各種交通機関の結節点であり市の主要駅であることから、更に

乗降客が増加するよう利用増進を図り、機能改善（バリアフリー化等）に向けて と

協議します。

②公共交通利用促進の啓発

・公共交通の情報提供や利活用の啓発活動を引き続き行うとともに、京阪神地域等に向けて

鉄道を主とした 活動に努めます。

③公共交通の円滑な連携

・買い物や通院など市民の日常生活や来訪者における公共交通の利便性を高めるため、各交

通手段の特徴を活かしながら、公共交通相互の乗り継ぎの向上など交通事業者等との円滑

な連携に取り組みます。

④交通事業者等への運営支援

・それぞれの交通事業者の利点を活かし、市の交通ネットワークを維持していくため、運

営支援を行います。

まちづくりの目標２ 誰もが住みたい定住のまち

施策目標２ ２ 【公共交通】公共交通をみんなで支えていこう

■現状と課題

路線バスは、神姫グリーンバス㈱が運行路線等の大幅な見直しや車両を更新し、市内を含め

広域的に運行しているとともに、路線バス、鉄道、タクシーと連携して、市内の公共交通空白

地を解消する「デマンド（予約）型乗合タクシー」が運行しています。なお、北近畿豊岡自動

車道春日和田山道路には、 箇所の高速バス停留所が設置されています。

今後も通院や買い物など、日常生活に必要な公共交通を維持するためには利用の拡大が必要

であり、市民一人一人が公共交通に対する関心を高め、利用しようとする意識改革が望まれま

す。

このため、公共交通をいかに活用するかという点において、より一層の情報発信や宣伝啓発

活動に取り組んでいく必要があります。

市内主要駅である柏原駅について、利用を円滑にするための施設改善や、公共交通との連携

を強化し利用増進を図る一方で、低迷する交通事業者に対し運営支援を行う必要があります。

資料：市資料（平成 年度は平成 年 月からの ヵ月間の数値）

資料：市資料

■めざすまちの姿

・市民の公共交通を利用しようとする意識が高まり、日常生活に欠かせない移動手段となっ

て、マイカーに過度に頼らない生活を送っています。

・公共交通の利用者が増加し、交通事業者は安定した運営を行っています。

（人）

（年度）

デマンド型乗合タクシーの年間乗客数

（人 日）

（年度）

福知山線市内駅１日平均乗車人員数



■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

ＪＲ福知山線市内駅

年間乗車人員数

少子高齢化の進展により全国的な傾

向として鉄道利用の増加は見込めな

いが、サービスの向上を要望してい

くためには、利用者増に向けた取り

組みが必要であるため。

千人 千人

定期的に公共交通を

利用している市民の

割合

定期的な利用者の増加が、安定した

運営につながるため。 － 増加

資料：市資料

■役割分担
役割

市民・事業者
・市民は、暮らしの中で公共交通を上手に活用する。

・交通事業者は、顧客のニーズを的確に把握し、運行サービスの見直しを図る。

地域 ・公共交通の利便性や重要性を広め、利用を促す。

行政

・交通事業者等と調整を図り、公共交通の利便性の向上に努めるとともに、上

手な乗り方、お得な制度などの情報を積極的に発信する。

・交通ネットワークを維持するための交通事業者等への運営支援を行う。

・鉄道の複線化に向けて、県・近隣市との連携、協力を図る。

■施策の展開

①鉄道機能・駅機能等の改善要請

・篠山口～福知山駅間の複線化に向けては、他の交通機関との乗り継ぎの利便性等を強化し、

鉄道利用者の増加に努めつつ、県・近隣市と連携しながら に働きかけます。

・ＪＲ柏原駅については、各種交通機関の結節点であり市の主要駅であることから、更に

乗降客が増加するよう利用増進を図り、機能改善（バリアフリー化等）に向けて と

協議します。

②公共交通利用促進の啓発

・公共交通の情報提供や利活用の啓発活動を引き続き行うとともに、京阪神地域等に向けて

鉄道を主とした 活動に努めます。

③公共交通の円滑な連携

・買い物や通院など市民の日常生活や来訪者における公共交通の利便性を高めるため、各交

通手段の特徴を活かしながら、公共交通相互の乗り継ぎの向上など交通事業者等との円滑

な連携に取り組みます。

④交通事業者等への運営支援

・それぞれの交通事業者の利点を活かし、市の交通ネットワークを維持していくため、運

営支援を行います。

まちづくりの目標２ 誰もが住みたい定住のまち

施策目標２ ２ 【公共交通】公共交通をみんなで支えていこう

■現状と課題

路線バスは、神姫グリーンバス㈱が運行路線等の大幅な見直しや車両を更新し、市内を含め

広域的に運行しているとともに、路線バス、鉄道、タクシーと連携して、市内の公共交通空白

地を解消する「デマンド（予約）型乗合タクシー」が運行しています。なお、北近畿豊岡自動

車道春日和田山道路には、 箇所の高速バス停留所が設置されています。

今後も通院や買い物など、日常生活に必要な公共交通を維持するためには利用の拡大が必要

であり、市民一人一人が公共交通に対する関心を高め、利用しようとする意識改革が望まれま

す。

このため、公共交通をいかに活用するかという点において、より一層の情報発信や宣伝啓発

活動に取り組んでいく必要があります。

市内主要駅である柏原駅について、利用を円滑にするための施設改善や、公共交通との連携

を強化し利用増進を図る一方で、低迷する交通事業者に対し運営支援を行う必要があります。

資料：市資料（平成 年度は平成 年 月からの ヵ月間の数値）

資料：市資料

■めざすまちの姿

・市民の公共交通を利用しようとする意識が高まり、日常生活に欠かせない移動手段となっ

て、マイカーに過度に頼らない生活を送っています。

・公共交通の利用者が増加し、交通事業者は安定した運営を行っています。

（人）

（年度）

デマンド型乗合タクシーの年間乗客数

（人 日）

（年度）

福知山線市内駅１日平均乗車人員数

誰
も
が
住
み
た
い
定
住
の
ま
ち

目
標
２



■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

市道改良率 安全で快適な道路空間の整備は、今

後も継続して実施していくことが必

要であるため。

％ ０％

側溝や河川清掃等の

美化活動に参加して

いる市民の割合

美化活動が、地域の道路や河川への

愛着につながるため。 － 増加

■役割分担

役割

市民・事業者
・道路、河川の不具合箇所を発見した場合、迅速に市に連絡をする。

・身近な道路や河川の清掃活動などを自主的に行う意識を持つ。

地域

・道路・河川整備に対する、理解、協力体制の構築を図る。

・身近な道路や河川の清掃活動を定期的に行うなど、地域での主体的な維持管

理に努める。

・生活道路や河川整備等の要望は、地域で集約し優先順位の高いものとする。

行政

・地域の特性を考慮した道路、河川整備の事業計画を策定する。

・道路や河川の不具合箇所を確認し、早期補修に努め安全な通行等を確保す

る。

■施策の展開

①計画的な道路整備

・広域的な移動や物流の効率化、観光客などの来訪者の利便性の向上、災害時における緊急

輸送道路・避難道路・迂回道路を確保するため、国の国土強靱化基本計画や兵庫県の社会

基盤整備プログラムに即し、隣接市町との連携を強化し、北東部の北東基幹軸、東播磨と

の南北基幹軸などの広域・地域幹線道路網等の整備を促進します。

・市道については、地域間の交流・連携の強化や、生活の利便性の向上、地域経済の活性化

など幹線道路の整備を計画的に進めます。

・歩行者や車両の利便性・安全性を確保するなど定住基盤を高めるため、地域の実情に応じ

て、集落内の生活道路等の整備を進めます。

②効率的な維持管理の実施

・道路パトロールや住民、地域からの連絡など、不具合箇所の確認体制を充実し、早期補修

に努め事故を未然に防止します。

・市道橋の長寿命化を、専門的技術を駆使して実施することにより、安全な通行を確保する

とともに、道路施設の修繕にあたっては、予防保全※に転換していきます。

③計画的な河川整備

・兵庫県の河川整備計画や地域総合治水推進計画と連携して、環境に配慮した計画的な河川

整備を進めます。

・愛着のもてる身近な河川となるよう、地域の主体的な美化活動などについて、さらなる意

識の高揚に努めます。

【関連】 ②自然環境の保全と創造

【関連部門別計画】 ○丹波市道路整備計画 ○丹波市橋梁長寿命化修繕計画

まちづくりの目標２ 誰もが住みたい定住のまち

施策目標２ ３ 【道路・河川】人や環境にやさしい道路や河川をつくろう

■現状と課題

本市では、自動車専用道・国道・県道が周辺地域や市街地相互の交流・連携の役割を担って

います。一方で、市道は主要基幹道路の補完、公共施設など市内の主要な施設へのアクセス、

安全・安心な生活の確保など多様な役割を担っています。

主要な市道で広域ネットワークを補完する路線については、丹波市道路整備計画を改訂し、

優先的整備をする路線に位置づけるとともに、兵庫県の社会基盤整備プログラムと連携して、

道路整備計画を推進しています。また、その他の市道については、地元要望路線の改良を積極

的に取り組んでいますが、市道の「実延長※」が約 にも及び、改良率が県平均より

低いのが現状です。

また、道路施設については、建設後数十年を経過して老朽化が懸念されることから、長寿命

化計画等による適切な維持管理により、その寿命を延ばすことでライフサイクルコスト※の低

減を図りながら安全性を確保することが重要となっています。

河川整備については、過去の洪水被害履歴などを調査し、利水、治水、環境の観点から計画

的な整備を行っていく必要があります。

（注）市道改良率＝幅員４ｍの市道の延長 市道の「実延長」

資料：丹波市「道路施設現況調査」（改良率は各年度当初の数値）

■めざすまちの姿

・周辺の自然環境や景観に配慮した道路や河川が整備され、地域が主体となって美化活動に

取り組み、愛着のもてる道路や河川となっています。

・広域・主要基幹道路の整備や生活道路などの整備が進み、広域的な交流や通勤・通学、日

常生活などのアクセスが確保されています。

（％）

（年度）

市道改良率の推移



■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

市道改良率 安全で快適な道路空間の整備は、今

後も継続して実施していくことが必

要であるため。

％ ０％

側溝や河川清掃等の

美化活動に参加して

いる市民の割合

美化活動が、地域の道路や河川への

愛着につながるため。 － 増加

■役割分担

役割

市民・事業者
・道路、河川の不具合箇所を発見した場合、迅速に市に連絡をする。

・身近な道路や河川の清掃活動などを自主的に行う意識を持つ。

地域

・道路・河川整備に対する、理解、協力体制の構築を図る。

・身近な道路や河川の清掃活動を定期的に行うなど、地域での主体的な維持管

理に努める。

・生活道路や河川整備等の要望は、地域で集約し優先順位の高いものとする。

行政

・地域の特性を考慮した道路、河川整備の事業計画を策定する。

・道路や河川の不具合箇所を確認し、早期補修に努め安全な通行等を確保す

る。

■施策の展開

①計画的な道路整備

・広域的な移動や物流の効率化、観光客などの来訪者の利便性の向上、災害時における緊急

輸送道路・避難道路・迂回道路を確保するため、国の国土強靱化基本計画や兵庫県の社会

基盤整備プログラムに即し、隣接市町との連携を強化し、北東部の北東基幹軸、東播磨と

の南北基幹軸などの広域・地域幹線道路網等の整備を促進します。

・市道については、地域間の交流・連携の強化や、生活の利便性の向上、地域経済の活性化

など幹線道路の整備を計画的に進めます。

・歩行者や車両の利便性・安全性を確保するなど定住基盤を高めるため、地域の実情に応じ

て、集落内の生活道路等の整備を進めます。

②効率的な維持管理の実施

・道路パトロールや住民、地域からの連絡など、不具合箇所の確認体制を充実し、早期補修

に努め事故を未然に防止します。

・市道橋の長寿命化を、専門的技術を駆使して実施することにより、安全な通行を確保する

とともに、道路施設の修繕にあたっては、予防保全※に転換していきます。

③計画的な河川整備

・兵庫県の河川整備計画や地域総合治水推進計画と連携して、環境に配慮した計画的な河川

整備を進めます。

・愛着のもてる身近な河川となるよう、地域の主体的な美化活動などについて、さらなる意

識の高揚に努めます。

【関連】 ②自然環境の保全と創造

【関連部門別計画】 ○丹波市道路整備計画 ○丹波市橋梁長寿命化修繕計画

まちづくりの目標２ 誰もが住みたい定住のまち

施策目標２ ３ 【道路・河川】人や環境にやさしい道路や河川をつくろう

■現状と課題

本市では、自動車専用道・国道・県道が周辺地域や市街地相互の交流・連携の役割を担って

います。一方で、市道は主要基幹道路の補完、公共施設など市内の主要な施設へのアクセス、

安全・安心な生活の確保など多様な役割を担っています。

主要な市道で広域ネットワークを補完する路線については、丹波市道路整備計画を改訂し、

優先的整備をする路線に位置づけるとともに、兵庫県の社会基盤整備プログラムと連携して、

道路整備計画を推進しています。また、その他の市道については、地元要望路線の改良を積極

的に取り組んでいますが、市道の「実延長※」が約 にも及び、改良率が県平均より

低いのが現状です。

また、道路施設については、建設後数十年を経過して老朽化が懸念されることから、長寿命

化計画等による適切な維持管理により、その寿命を延ばすことでライフサイクルコスト※の低

減を図りながら安全性を確保することが重要となっています。

河川整備については、過去の洪水被害履歴などを調査し、利水、治水、環境の観点から計画

的な整備を行っていく必要があります。

（注）市道改良率＝幅員４ｍの市道の延長 市道の「実延長」

資料：丹波市「道路施設現況調査」（改良率は各年度当初の数値）

■めざすまちの姿

・周辺の自然環境や景観に配慮した道路や河川が整備され、地域が主体となって美化活動に

取り組み、愛着のもてる道路や河川となっています。

・広域・主要基幹道路の整備や生活道路などの整備が進み、広域的な交流や通勤・通学、日

常生活などのアクセスが確保されています。

（％）

（年度）

市道改良率の推移
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２



■役割分担
役割

市民・事業者

・個々に住宅の耐震化の重要性を理解し、市の支援制度を活用した耐震診断・

改修に努める。

・住宅等を新築、増改築する場合、市の支援制度等を活用し、地域の気候・風

土にあった地元産材を利用する。

地域
・地域ぐるみで市の住宅関連施策の活用をＰＲする。

・空き家の実態把握や利活用に協力する。

行政

・防災・防犯の観点から空き家の実態把握や活用策について検討・実施する。

・市営住宅の長寿命化に取り組む。

・安全・安心な住まいづくりや定住促進を目的とする住宅改修関連支援制度の

利活用を促進する。

■施策の展開

①住生活基本計画の策定と魅力ある住宅づくり

・人口減少及び世帯数の増加、民間賃貸住宅の動向など近年の社会情勢を踏まえた、「住生

活基本計画」を策定し、市営住宅の管理や将来のあるべき姿を見据えつつ、建替え、改善

等の事業を適切に選択するストック活用等について総合的に取り組みます。

・防災・防犯、定住などの関連部署や地域等と連携しつつ、空き家の実態把握に努め、所有

者に対し空き家の適切な管理を指導するとともに、市民団体や 等と協力し空き家バ

ンクの開設を検討します。

・空き家や古民家の見学・体験ツアーなどの交流活動を通じて、まちづくりの担い手となる

移住者等の入居や二地域居住※などの定住化支援に取り組みます。

②市営分譲地の販売促進

・市内での定住や転入を促進するため、市営分譲地の販売方法にも工夫を凝らし、販売促進

に取り組みます。

③住宅改修関連支援制度の周知・普及

・安全・安心な住宅づくりや定住化を促進するため、住宅の耐震診断・改修や定住促進住宅

取得・改修助成、高齢者住宅改修助成など住宅改修関連支援制度の普及に努めます。

・住宅の耐震診断・改修支援制度については、兵庫県と連携し、実効性が高まるように制度

の見直しについて検討していきます。

④市営住宅の長寿命化

・住棟単位で修繕・管理を進め、計画的に市営住宅の整備工事に取り組みます。

【関連部門別計画】 ○丹波市住宅マスタープラン ○丹波市公営住宅等長寿命化計画

まちづくりの目標２ 誰もが住みたい定住のまち

施策目標２ ４ 【住宅】 丹（まごころ）の里に住みたい快適で安全な住環境をつくろう

■現状と課題

市の総合的な住宅政策の指針となる住生活基本計画を策定し、本計画に基づき、さらなる若

者の定住促進をはじめ、高齢者対策、耐震性の向上などによる安全・安心な住宅形成、空き家

の活用、公営住宅の整備・管理の充実に取り組む必要があります。

市営住宅については、必要最小限の修繕・管理を行ってきましたが、今後も効率的で効果的

な修繕により長寿命化に取り組む必要があります。

また、市分譲地の販売を促進するため、本市の魅力を広くＰＲできる取り組みを高め、新た

な販売方法を見出すとともに、引き続きホームページ等を活用して販売促進にあたります。

一方、住宅の耐震化への関心が高まりつつありますが、簡易耐震診断等の需要は少ない状況

にあり、引き続き、関心を高めていく方策を検討するとともに、各種イベントやホームページ

等を通じ広報する必要があります。

また、住宅改修関連助成事業（定住促進、地元産材の活用、高齢者施策ほか）の支援制度に

ついても引き続き周知しながら、制度の継続に向けて各事業の整理や見直しが必要です。

丹波市 兵庫県 全国

住宅総数（戸）

空き家数（戸）

空き家率（％）

資料：平成 年住宅・土地統計調査

■めざすまちの姿

・在住者や ・・ ターン者などの市民が安全・安心な住宅で暮らしています。

・住宅改修関連支援制度が普及し、耐震診断・改修や、定住促進住宅取得・改修等が進んで

います。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

身近な住環境に満足

している市民の割合

住環境への満足が定住化につながる

ため、アンケート調査にて「満足して

いる」「まあ満足している」と回答す

る市民の割合を指標として捉える。

－ 増加

空き家数 空き家の数の減少もしくは増加を抑

制することが、定住促進につながる

ため。

戸 減少



■役割分担
役割

市民・事業者

・個々に住宅の耐震化の重要性を理解し、市の支援制度を活用した耐震診断・

改修に努める。

・住宅等を新築、増改築する場合、市の支援制度等を活用し、地域の気候・風

土にあった地元産材を利用する。

地域
・地域ぐるみで市の住宅関連施策の活用をＰＲする。

・空き家の実態把握や利活用に協力する。

行政

・防災・防犯の観点から空き家の実態把握や活用策について検討・実施する。

・市営住宅の長寿命化に取り組む。

・安全・安心な住まいづくりや定住促進を目的とする住宅改修関連支援制度の

利活用を促進する。

■施策の展開

①住生活基本計画の策定と魅力ある住宅づくり

・人口減少及び世帯数の増加、民間賃貸住宅の動向など近年の社会情勢を踏まえた、「住生

活基本計画」を策定し、市営住宅の管理や将来のあるべき姿を見据えつつ、建替え、改善

等の事業を適切に選択するストック活用等について総合的に取り組みます。

・防災・防犯、定住などの関連部署や地域等と連携しつつ、空き家の実態把握に努め、所有

者に対し空き家の適切な管理を指導するとともに、市民団体や 等と協力し空き家バ

ンクの開設を検討します。

・空き家や古民家の見学・体験ツアーなどの交流活動を通じて、まちづくりの担い手となる

移住者等の入居や二地域居住※などの定住化支援に取り組みます。

②市営分譲地の販売促進

・市内での定住や転入を促進するため、市営分譲地の販売方法にも工夫を凝らし、販売促進

に取り組みます。

③住宅改修関連支援制度の周知・普及

・安全・安心な住宅づくりや定住化を促進するため、住宅の耐震診断・改修や定住促進住宅

取得・改修助成、高齢者住宅改修助成など住宅改修関連支援制度の普及に努めます。

・住宅の耐震診断・改修支援制度については、兵庫県と連携し、実効性が高まるように制度

の見直しについて検討していきます。

④市営住宅の長寿命化

・住棟単位で修繕・管理を進め、計画的に市営住宅の整備工事に取り組みます。

【関連部門別計画】 ○丹波市住宅マスタープラン ○丹波市公営住宅等長寿命化計画

まちづくりの目標２ 誰もが住みたい定住のまち

施策目標２ ４ 【住宅】 丹（まごころ）の里に住みたい快適で安全な住環境をつくろう

■現状と課題

市の総合的な住宅政策の指針となる住生活基本計画を策定し、本計画に基づき、さらなる若

者の定住促進をはじめ、高齢者対策、耐震性の向上などによる安全・安心な住宅形成、空き家

の活用、公営住宅の整備・管理の充実に取り組む必要があります。

市営住宅については、必要最小限の修繕・管理を行ってきましたが、今後も効率的で効果的

な修繕により長寿命化に取り組む必要があります。

また、市分譲地の販売を促進するため、本市の魅力を広くＰＲできる取り組みを高め、新た

な販売方法を見出すとともに、引き続きホームページ等を活用して販売促進にあたります。

一方、住宅の耐震化への関心が高まりつつありますが、簡易耐震診断等の需要は少ない状況

にあり、引き続き、関心を高めていく方策を検討するとともに、各種イベントやホームページ

等を通じ広報する必要があります。

また、住宅改修関連助成事業（定住促進、地元産材の活用、高齢者施策ほか）の支援制度に

ついても引き続き周知しながら、制度の継続に向けて各事業の整理や見直しが必要です。

丹波市 兵庫県 全国

住宅総数（戸）

空き家数（戸）

空き家率（％）

資料：平成 年住宅・土地統計調査

■めざすまちの姿

・在住者や ・・ ターン者などの市民が安全・安心な住宅で暮らしています。

・住宅改修関連支援制度が普及し、耐震診断・改修や、定住促進住宅取得・改修等が進んで

います。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

身近な住環境に満足

している市民の割合

住環境への満足が定住化につながる

ため、アンケート調査にて「満足して

いる」「まあ満足している」と回答す

る市民の割合を指標として捉える。

－ 増加

空き家数 空き家の数の減少もしくは増加を抑

制することが、定住促進につながる

ため。

戸 減少
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■役割分担
役割

市民・事業者
・水源である里山の保全・管理活動に積極的に参加する。

・水道事業に対する理解と関心を持ち、節水や雨水の再利用などを心がける。

地域
・水源を確保するため、里山の保全・管理活動に取り組む。

・地域にある消火栓の適切な管理に努める。

行政

・市民・事業者、地域における環境保全の取り組みを支援し、環境保全の大切

さや水道事業に対する市民の理解と関心を高める。

・持続可能な水道事業の実現に向け、中長期的な視点に立った水道施設の更新

と経営の安定を図る。

■施策の展開

①安全で安心できる水道水の安定供給

・安全で安心できる水道水を安定して供給するため、市民・事業者、地域とともに里山の水

源かん養※機能を高める取り組みを行います。

・水道施設統合整備事業の早期完了をめざすとともに、老朽管更新計画については、管路台

帳システム及び漏水修繕履歴により実施します。

・水道ビジョンのフォローアップを行い、新たな水道事業の展望や環境保全の大切さの理解

と関心を高めるため、積極的な広報活動を実施します。

②効率的な水道経営

・水道施設更新の需要や財政収支見通しを検討するために、 年間（平成 年度～平成

年度）の資産管理計画を策定していますが、毎年度において現状に対応した見直しを

行います。

・資産管理計画の検討を踏まえながら、料金の改定を含む資金計画に基づき効率的な水道経

営に努めます。

・有収率の向上を図るため、全市的な漏水調査による予防修繕に努めるとともに、有収率の

低い地域については、詳細な調査に基づき適切な修繕を実施します。

③市民サービスの向上

・上下水道部として組織を統合し、窓口を一本化するなど、市民サービスの更なる向上を図

ります。

・民間活力の導入により、安定したサービスの提供と更なるお客様目線に立った対応に努め

ます。

【関連部門別計画】 ○丹波市水道ビジョン

まちづくりの目標２ 誰もが住みたい定住のまち

施策目標２ ５ 【上水道】里山を守り、安全な水道水を安定して供給しよう

■現状と課題

安全で安心できる水道水を安定的に供給する施設は、市民生活や地域の産業活動を支える重

要な基盤ですが、本市の水道事業は、旧町の既存水道事業をそのままの形態で引き継ぎ、運営

してきたために、地域間での水需給バランスの不均衡、安定水源の不足、浄水施設の不足や老

朽化、維持管理の効率化など多くの課題を抱えています。

そのため、水道施設統合整備事業により、市全体で安定した水の供給を行う必要があります。

また、水道施設統合整備事業の推進による減価償却及び起債償還の増加とともに、給水人口

の減少に伴う料金収入の減少は財政状況に影響を及ぼすことから、安定した水道経営に取り組

む必要があります。

（注）有収率：水道施設から家庭などに供給している水道水が、実際に使用されて収益金と

なった比率を示す。

資料：市資料

■めざすまちの姿

・源流のまちとして、市民・事業者、地域と行政が水資源の重要性を共有し、協力しながら

里山の環境や景観が保全されています。

・水道事業への市民の理解と関心が高まり、安全で安心できる水道水が市民に供給され、安

定した水道経営のもと快適な市民生活を支えています。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

有収率 安全な水道水を確実に供給するに

は、老朽管の更新や漏水調査の強化

を行う必要があるため。

％ ％

水道事業の安定化の

取り組みに満足して

いる市民の割合

取り組みに対する満足度が、水道事

業への理解につながるため、アン

ケート調査にて「満足している」「ま

あ満足している」と回答する市民の

割合を指標として捉える。

－ 増加

（％）

（年度）

有収率



■役割分担
役割

市民・事業者
・水源である里山の保全・管理活動に積極的に参加する。

・水道事業に対する理解と関心を持ち、節水や雨水の再利用などを心がける。

地域
・水源を確保するため、里山の保全・管理活動に取り組む。

・地域にある消火栓の適切な管理に努める。

行政

・市民・事業者、地域における環境保全の取り組みを支援し、環境保全の大切

さや水道事業に対する市民の理解と関心を高める。

・持続可能な水道事業の実現に向け、中長期的な視点に立った水道施設の更新

と経営の安定を図る。

■施策の展開

①安全で安心できる水道水の安定供給

・安全で安心できる水道水を安定して供給するため、市民・事業者、地域とともに里山の水

源かん養※機能を高める取り組みを行います。

・水道施設統合整備事業の早期完了をめざすとともに、老朽管更新計画については、管路台

帳システム及び漏水修繕履歴により実施します。

・水道ビジョンのフォローアップを行い、新たな水道事業の展望や環境保全の大切さの理解

と関心を高めるため、積極的な広報活動を実施します。

②効率的な水道経営

・水道施設更新の需要や財政収支見通しを検討するために、 年間（平成 年度～平成

年度）の資産管理計画を策定していますが、毎年度において現状に対応した見直しを

行います。

・資産管理計画の検討を踏まえながら、料金の改定を含む資金計画に基づき効率的な水道経

営に努めます。

・有収率の向上を図るため、全市的な漏水調査による予防修繕に努めるとともに、有収率の

低い地域については、詳細な調査に基づき適切な修繕を実施します。

③市民サービスの向上

・上下水道部として組織を統合し、窓口を一本化するなど、市民サービスの更なる向上を図

ります。

・民間活力の導入により、安定したサービスの提供と更なるお客様目線に立った対応に努め

ます。

【関連部門別計画】 ○丹波市水道ビジョン

まちづくりの目標２ 誰もが住みたい定住のまち

施策目標２ ５ 【上水道】里山を守り、安全な水道水を安定して供給しよう

■現状と課題

安全で安心できる水道水を安定的に供給する施設は、市民生活や地域の産業活動を支える重

要な基盤ですが、本市の水道事業は、旧町の既存水道事業をそのままの形態で引き継ぎ、運営

してきたために、地域間での水需給バランスの不均衡、安定水源の不足、浄水施設の不足や老

朽化、維持管理の効率化など多くの課題を抱えています。

そのため、水道施設統合整備事業により、市全体で安定した水の供給を行う必要があります。

また、水道施設統合整備事業の推進による減価償却及び起債償還の増加とともに、給水人口

の減少に伴う料金収入の減少は財政状況に影響を及ぼすことから、安定した水道経営に取り組

む必要があります。

（注）有収率：水道施設から家庭などに供給している水道水が、実際に使用されて収益金と

なった比率を示す。

資料：市資料

■めざすまちの姿

・源流のまちとして、市民・事業者、地域と行政が水資源の重要性を共有し、協力しながら

里山の環境や景観が保全されています。

・水道事業への市民の理解と関心が高まり、安全で安心できる水道水が市民に供給され、安

定した水道経営のもと快適な市民生活を支えています。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

有収率 安全な水道水を確実に供給するに

は、老朽管の更新や漏水調査の強化

を行う必要があるため。

％ ％

水道事業の安定化の

取り組みに満足して

いる市民の割合

取り組みに対する満足度が、水道事

業への理解につながるため、アン

ケート調査にて「満足している」「ま

あ満足している」と回答する市民の

割合を指標として捉える。

－ 増加

（％）

（年度）

有収率

誰
も
が
住
み
た
い
定
住
の
ま
ち

目
標
２



■役割分担
役割

市民・事業者

・水源である里山を守り育てる意識を持ち、河川景観の阻害や水質汚濁につな

がる合成洗剤の使用抑制、油類の排水対策などを進め、適切な使用に努める。

・下水道区域では、速やかに排水設備を設置し下水道に接続する。

・下水道施設や合併浄化槽の適正な使用・管理に努めるとともに、単独浄化槽

や汲み取りについては、早期に合併浄化槽への転換を行う。

地域
・下水道や合併浄化槽の適切な使用や適正な管理、また、下水道への接続、合

併浄化槽への転換を促す広報活動を行う。

行政

・下水道や合併浄化槽の適切な使用と管理について指導・助言を行うととも

に、河川等の保全対策に努める。

・地域と連携し、河川の水質汚濁につながる合成洗剤の使用抑制や油類の排水

対策など、適切な使用について積極的な広報活動を行う。

・長期的に安定した下水道事業経営に努める。

■施策の展開

①水洗化の啓発と排水対策の推進

・積極的な情報提供や啓発活動を行い、市民にわかりやすい下水道事業を展開することによ

り、下水道の果たす役割についての認識や理解を深め未接続世帯への水洗化を促進します。

・公共用水域の水質汚濁を防止するため、道路パトロールとあわせて河川等を監視するとと

もに、地域等からの通報に対し、速やかに確認と指導を行います。

・水源である里山を大切にする意識を醸成するとともに、河川の水質汚濁につながる合成洗

剤の使用抑制や油類の排水対策など、適切な使用について積極的な広報活動を行う。

②計画的な事業運営と市民サービスの向上

・下水道は市民の重要なライフラインであり、長期的に安定した事業運営を継続できる体制

を構築するため、計画的に施設の統廃合を進めます。

・安定した経営をめざすため、下水道事業に地方公営企業法を適用した企業会計方式を導入

します。

・上下水道部として組織を統合し、窓口を一本化するなど市民サービスの更なる向上を図り

ます。

③合併浄化槽の設置支援

・生活環境の保全及び公共用水域の水質汚濁防止につなげるため、合併浄化槽の設置等に対

して補助を行います。

④浄化槽管理組合の活動支援

・市内における合併浄化槽の適正な維持管理を促進するため、合併浄化槽の設置者で組織す

る管理組合に補助を行うとともに、維持管理に関する指導に努めます。

【関連部門別計画】 ○丹波市下水道中期ビジョン

まちづくりの目標２ 誰もが住みたい定住のまち

施策目標２ ６ 【生活排水】生活排水施設を適切に管理し、清らかな水環境を守ろう

■現状と課題

下水道については、市内の下水道整備区域の整備がほぼ完了し、下水道整備区域外の合併浄

化槽処理区域では、合併浄化槽による処理が行われています。しかしながら、下水道環境の整

備が進む一方で、市民の適切な使用に対する意識が低下しつつあります。

緑豊かな里山の自然は本市の貴重な財産であり、この恵まれた環境を守り育むことにより、

良質な水環境が維持されます。

このため、下水道整備区域については、今後も適切な使用の啓発による水質保全を促すとと

もに、未接続世帯への水洗化促進により、重要なライフラインとしての長期的に安定した事業

運営が継続できる体制を市民と連携してつくることが必要です。

また、合併浄化槽処理区域では、浄化槽管理組合との連携により、施設の適正な維持管理を

行い、公共用水域の保全を維持するとともに、区域内の合併浄化槽設置を促進する必要があり

ます。

資料：市資料

■めざすまちの姿

・市民・事業者、地域、行政それぞれが、高い意識を持って排水対策を講じることにより、

里山の自然環境が保全され、水洗化や合併浄化槽の設置が進み、衛生的で文化的なまちと

なっています。

・市民、行政が一体となって、長期的に安定した下水道事業の運営が行われています。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

下水道処理区域内の

水洗化率

下水道処理区域内の水洗化率を増加

させることが、水質保全につながる

ため。

％ ％

合併浄化槽処理区域

内の浄化槽整備率

合併浄化槽処理区域内の浄化槽整備

率を増加させることが、水質保全に

つながるため。

％ ％

（％）

（年度）

下水道と浄化槽処理区域の水洗化率

下水道処理区域 合併浄化槽処理区域



■役割分担
役割

市民・事業者

・水源である里山を守り育てる意識を持ち、河川景観の阻害や水質汚濁につな

がる合成洗剤の使用抑制、油類の排水対策などを進め、適切な使用に努める。

・下水道区域では、速やかに排水設備を設置し下水道に接続する。

・下水道施設や合併浄化槽の適正な使用・管理に努めるとともに、単独浄化槽

や汲み取りについては、早期に合併浄化槽への転換を行う。

地域
・下水道や合併浄化槽の適切な使用や適正な管理、また、下水道への接続、合

併浄化槽への転換を促す広報活動を行う。

行政

・下水道や合併浄化槽の適切な使用と管理について指導・助言を行うととも

に、河川等の保全対策に努める。

・地域と連携し、河川の水質汚濁につながる合成洗剤の使用抑制や油類の排水

対策など、適切な使用について積極的な広報活動を行う。

・長期的に安定した下水道事業経営に努める。

■施策の展開

①水洗化の啓発と排水対策の推進

・積極的な情報提供や啓発活動を行い、市民にわかりやすい下水道事業を展開することによ

り、下水道の果たす役割についての認識や理解を深め未接続世帯への水洗化を促進します。

・公共用水域の水質汚濁を防止するため、道路パトロールとあわせて河川等を監視するとと

もに、地域等からの通報に対し、速やかに確認と指導を行います。

・水源である里山を大切にする意識を醸成するとともに、河川の水質汚濁につながる合成洗

剤の使用抑制や油類の排水対策など、適切な使用について積極的な広報活動を行う。

②計画的な事業運営と市民サービスの向上

・下水道は市民の重要なライフラインであり、長期的に安定した事業運営を継続できる体制

を構築するため、計画的に施設の統廃合を進めます。

・安定した経営をめざすため、下水道事業に地方公営企業法を適用した企業会計方式を導入

します。

・上下水道部として組織を統合し、窓口を一本化するなど市民サービスの更なる向上を図り

ます。

③合併浄化槽の設置支援

・生活環境の保全及び公共用水域の水質汚濁防止につなげるため、合併浄化槽の設置等に対

して補助を行います。

④浄化槽管理組合の活動支援

・市内における合併浄化槽の適正な維持管理を促進するため、合併浄化槽の設置者で組織す

る管理組合に補助を行うとともに、維持管理に関する指導に努めます。

【関連部門別計画】 ○丹波市下水道中期ビジョン

まちづくりの目標２ 誰もが住みたい定住のまち

施策目標２ ６ 【生活排水】生活排水施設を適切に管理し、清らかな水環境を守ろう

■現状と課題

下水道については、市内の下水道整備区域の整備がほぼ完了し、下水道整備区域外の合併浄

化槽処理区域では、合併浄化槽による処理が行われています。しかしながら、下水道環境の整

備が進む一方で、市民の適切な使用に対する意識が低下しつつあります。

緑豊かな里山の自然は本市の貴重な財産であり、この恵まれた環境を守り育むことにより、

良質な水環境が維持されます。

このため、下水道整備区域については、今後も適切な使用の啓発による水質保全を促すとと

もに、未接続世帯への水洗化促進により、重要なライフラインとしての長期的に安定した事業

運営が継続できる体制を市民と連携してつくることが必要です。

また、合併浄化槽処理区域では、浄化槽管理組合との連携により、施設の適正な維持管理を

行い、公共用水域の保全を維持するとともに、区域内の合併浄化槽設置を促進する必要があり

ます。

資料：市資料

■めざすまちの姿

・市民・事業者、地域、行政それぞれが、高い意識を持って排水対策を講じることにより、

里山の自然環境が保全され、水洗化や合併浄化槽の設置が進み、衛生的で文化的なまちと

なっています。

・市民、行政が一体となって、長期的に安定した下水道事業の運営が行われています。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

下水道処理区域内の

水洗化率

下水道処理区域内の水洗化率を増加

させることが、水質保全につながる

ため。

％ ％

合併浄化槽処理区域

内の浄化槽整備率

合併浄化槽処理区域内の浄化槽整備

率を増加させることが、水質保全に

つながるため。

％ ％

（％）

（年度）

下水道と浄化槽処理区域の水洗化率

下水道処理区域 合併浄化槽処理区域

誰
も
が
住
み
た
い
定
住
の
ま
ち

目
標
２



■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

一人一日当たりごみ

発生量

一人一人がごみの削減に努めること

が、循環型社会の形成につながるため。
日 日

ごみのリサイクル

（資源化）率

一人一人がリサイクルに努めること

が、循環型社会の形成につながるため。
％ ％

■役割分担
役割

市民・事業者

・ごみの減量化、資源化や正しい分別排出の向上、生活ごみの野焼き防止に取

り組む。

・環境学習や環境保全活動などに積極的に取り組む。

・事業者は、産業廃棄物の適正処理に取り組む。

地域

・ごみの減量化、資源化や正しい分別排出の推進、生活ごみの野焼き防止の徹

底に、地域ぐるみで取り組む。

・環境学習や環境保全活動などへの積極的な参加を呼びかける。

行政

・ごみの減量化、資源化や正しい分別排出、野焼き防止について啓発を行うと

ともに、丹波市クリーンセンターを拠点とし、市民等との連携により、資源

化や環境学習などに積極的に取り組む。

・市民等の協力のもと、ごみの適正処理と廃棄物処理施設の効率的な管理運営

に努める。

■施策の展開

①資源循環型社会の形成

・国の第三次循環型社会形成推進基本計画に示される「リデュース・リユースの取組強化」

「有用金属の回収」「安心・安全の取組強化」について、丹波市クリーンセンターを拠点

に市民意識の更なる啓発活動を行いつつ、市民、事業者等と行政が協力し、積極的に取り

組みます。

・ごみの分別収集を向上させるため、わかりやすい分別方法の広報と周知に努めます。

・これまでの リデュース・リユース・リサイクル の取り組みに加え、リフューズ（包

装や使い捨て製品などを断る）、リペアー（修理して使う）を進めるとともに、野焼きの

防止など環境への影響にも配慮し、資源循環型社会の高い水準の取り組みを促進します。

②新しいごみ収集システムの確立

・丹波市クリーンセンターの稼働に合わせて、「出しやすい・集めやすい・処理しやすい」

の３つのバランスに配慮した効率的かつ効果的なごみ処理システムを確立し運用を行い

ます。また、廃棄物処理施設の効率的な管理運営に努めます。

【関連部門別計画】 ○丹波市一般廃棄物処理基本計画

まちづくりの目標２ 誰もが住みたい定住のまち

施策目標２ ７ 【ごみ処理】ごみの分別を徹底し、環境に配慮した循環型社会を形成しよう

■現状と課題

循環型社会形成推進基本法をはじめとする各種リサイクル関連の法律が整備されるなど、資

源循環型社会の形成に向けた取り組みが進められています。

循環型社会とは、「大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会」に変わり、人間の社会活動を

持続可能なものとする概念です。これは、生産→消費→廃棄（処理）→再利用→生産といった、

資源を循環して再び活用するシステムであり、廃棄物の発生を抑制し、再利用・再生利用を優

先し、最終的に利用できないものの適正な処分が徹底されることにより実現されます。

一人一日当たりのごみ発生量をみると、過去 カ年では減少しており、ごみのリサイクル資

源率も減少傾向となっています。ごみ発生量が減少していることから、市民や事業所等のごみ

の減量化や資源化等への関心は高いと想定されますが、民間回収ボックスが普及したことによ

り、ごみのリサイクル資源率が減少傾向となっていると考えられます。

一方、排出や分別等のルールについては依然として守られていない状況も見られます。

こうした現状を踏まえ、好ましい意識や行動を増やすための取り組みを進めることが必要で

す。

（注）ごみのリサイクル資源率＝リサイクル量÷（総排出量＋集団回収量）×

資料：市資料

■めざすまちの姿

・ごみの減量化、資源化、正しい分別排出が更に進み、丹波市クリーンセンターを拠点とし、

ごみの資源化や環境学習などに市民が積極的に取り組んでいます。

・源流のまちとして、里山の美しい自然環境が守られた資源循環型社会が実現しています。

資
源
率
（％
）

発
生
量
（ｇ
日
）

（年度）

ごみ発生量とリサイクル資源率

一人一日当たりごみ発生量 ごみのリサイクル資源率



■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

一人一日当たりごみ

発生量

一人一人がごみの削減に努めること

が、循環型社会の形成につながるため。
日 日

ごみのリサイクル

（資源化）率

一人一人がリサイクルに努めること

が、循環型社会の形成につながるため。
％ ％

■役割分担
役割

市民・事業者

・ごみの減量化、資源化や正しい分別排出の向上、生活ごみの野焼き防止に取

り組む。

・環境学習や環境保全活動などに積極的に取り組む。

・事業者は、産業廃棄物の適正処理に取り組む。

地域

・ごみの減量化、資源化や正しい分別排出の推進、生活ごみの野焼き防止の徹

底に、地域ぐるみで取り組む。

・環境学習や環境保全活動などへの積極的な参加を呼びかける。

行政

・ごみの減量化、資源化や正しい分別排出、野焼き防止について啓発を行うと

ともに、丹波市クリーンセンターを拠点とし、市民等との連携により、資源

化や環境学習などに積極的に取り組む。

・市民等の協力のもと、ごみの適正処理と廃棄物処理施設の効率的な管理運営

に努める。

■施策の展開

①資源循環型社会の形成

・国の第三次循環型社会形成推進基本計画に示される「リデュース・リユースの取組強化」

「有用金属の回収」「安心・安全の取組強化」について、丹波市クリーンセンターを拠点

に市民意識の更なる啓発活動を行いつつ、市民、事業者等と行政が協力し、積極的に取り

組みます。

・ごみの分別収集を向上させるため、わかりやすい分別方法の広報と周知に努めます。

・これまでの リデュース・リユース・リサイクル の取り組みに加え、リフューズ（包

装や使い捨て製品などを断る）、リペアー（修理して使う）を進めるとともに、野焼きの

防止など環境への影響にも配慮し、資源循環型社会の高い水準の取り組みを促進します。

②新しいごみ収集システムの確立

・丹波市クリーンセンターの稼働に合わせて、「出しやすい・集めやすい・処理しやすい」

の３つのバランスに配慮した効率的かつ効果的なごみ処理システムを確立し運用を行い

ます。また、廃棄物処理施設の効率的な管理運営に努めます。

【関連部門別計画】 ○丹波市一般廃棄物処理基本計画

まちづくりの目標２ 誰もが住みたい定住のまち

施策目標２ ７ 【ごみ処理】ごみの分別を徹底し、環境に配慮した循環型社会を形成しよう

■現状と課題

循環型社会形成推進基本法をはじめとする各種リサイクル関連の法律が整備されるなど、資

源循環型社会の形成に向けた取り組みが進められています。

循環型社会とは、「大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会」に変わり、人間の社会活動を

持続可能なものとする概念です。これは、生産→消費→廃棄（処理）→再利用→生産といった、

資源を循環して再び活用するシステムであり、廃棄物の発生を抑制し、再利用・再生利用を優

先し、最終的に利用できないものの適正な処分が徹底されることにより実現されます。

一人一日当たりのごみ発生量をみると、過去 カ年では減少しており、ごみのリサイクル資

源率も減少傾向となっています。ごみ発生量が減少していることから、市民や事業所等のごみ

の減量化や資源化等への関心は高いと想定されますが、民間回収ボックスが普及したことによ

り、ごみのリサイクル資源率が減少傾向となっていると考えられます。

一方、排出や分別等のルールについては依然として守られていない状況も見られます。

こうした現状を踏まえ、好ましい意識や行動を増やすための取り組みを進めることが必要で

す。

（注）ごみのリサイクル資源率＝リサイクル量÷（総排出量＋集団回収量）×

資料：市資料

■めざすまちの姿

・ごみの減量化、資源化、正しい分別排出が更に進み、丹波市クリーンセンターを拠点とし、

ごみの資源化や環境学習などに市民が積極的に取り組んでいます。

・源流のまちとして、里山の美しい自然環境が守られた資源循環型社会が実現しています。
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■めざすまちの姿

・特色ある里山の自然景観が保全・育成されながら、田園・農村景観や歴史・伝統文化的景

観を大切にした景観づくりが進んでいます。

・公園を適正に配置し、適切に管理されているとともに、ボランティア団体等により地域美

化が進んでいます。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

県の緑条例の計画整

備地区数

森林等の保全や緑化の推進など、計

画的な景観への取り組みが、良好な

景観形成につながるため。

地区 増加

景観や町並みの美し

さに関して満足して

いる市民の割合

美しさの満足度が、景観意識の向上

や町並みの向上につながるため、ア

ンケート調査にて「満足している」

「まあ満足している」と回答する市

民の割合を指標として捉える。

－ 増加

資料：市資料

■役割分担
役割

市民・事業者
・美しく魅力的なまちを自分たちでつくり守るという意識を高める。

・事業所や工場については、周辺環境と調和した緑化を推進する。

地域

・田園環境や集落付近にある鎮守の杜（社
しゃ

叢
そう

林
りん

）や河畔
かはん

林
りん

などの保全に努め

る。

・桜、紅葉、コスモス、ひまわりなど自然景観を活かしたイベントの開催に努

める。

・地域の自慢となる自然環境や観光資源などについて、地域住民が愛着と誇り

をもって主体的に環境や景観の保全と活用に取り組む。

行政

・県の景観条例、屋外広告物条例、緑条例などの制度活用を行うとともに活用

方法を周知する。

・公共施設などの景観・緑化に積極的に取り組むとともに、ボランティアリー

ダーの育成支援や緑化事業の啓発を行う。

・快適でうるおいのある生活空間の確保や災害時における防災機能を担うた

め、身近なオープンスペースを活かした地域主体の公園広場、緑地などを整

備する。

■施策の展開

①自然景観の保全

・人と自然が共生する里山景観を市民協働で守り育てます。

・のどかな田園景観を保全するため、農地の保全や里山景観などに配慮した開発指導に努め

ます。

②歴史的町並み景観の保全・継承

・景観条例（景観形成地区）の活用も視野に入れて、貴重な観光資源である歴史的建築物や

町並みの保全に努めます。

【関連】 ②自然環境の保全と創造

まちづくりの目標２ 誰もが住みたい定住のまち

施策目標２ ８ 【景観】自然と歴史文化が織りなす里山景観を守り育てよう

■現状と課題

森と水に囲まれた豊かな自然環境を背景に、自然と農業の営みの調和によって築かれた集落

と田園が織りなす景観は、本市の特色であり、桜や紅葉、コスモス、かたくり、ひまわりなど

四季折々の地域資源と社寺周辺の里山景観などを活かした様々な観光振興が行われています。

一方、旧城下町や宿場町など歴史的景観を有する地区においては、一部において建物の修景

整備※や空き家の活用などが行われてきたものの、商店の移転や廃業により、歴史ある町並み

の維持が困難な状況となっており、点から線へ連続性のある町並み景観を創出していくことが

必要となっています。

インターチェンジ付近や幹線道路沿道では、周辺と調和しない建築物や広告物などによる景

観阻害が見受けられ、秩序ある良好な景観を持つ市街地を形成するよう、市民・事業者が景観

の大切さを理解していく必要があります。

また、緑化団体や花の愛好グループのメンバーの高齢化により、公共的用地の緑化や花づく

り活動が徐々に維持できない状態となってきており、新たな組織やボランティアの育成を支援

していく必要があります。

資料：市資料

大杉ダム公園

（団体）

（年度）

緑化資材提供団体数



■めざすまちの姿

・特色ある里山の自然景観が保全・育成されながら、田園・農村景観や歴史・伝統文化的景

観を大切にした景観づくりが進んでいます。

・公園を適正に配置し、適切に管理されているとともに、ボランティア団体等により地域美

化が進んでいます。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

県の緑条例の計画整

備地区数

森林等の保全や緑化の推進など、計

画的な景観への取り組みが、良好な

景観形成につながるため。

地区 増加

景観や町並みの美し

さに関して満足して

いる市民の割合

美しさの満足度が、景観意識の向上

や町並みの向上につながるため、ア

ンケート調査にて「満足している」

「まあ満足している」と回答する市

民の割合を指標として捉える。

－ 増加

資料：市資料

■役割分担
役割

市民・事業者
・美しく魅力的なまちを自分たちでつくり守るという意識を高める。

・事業所や工場については、周辺環境と調和した緑化を推進する。

地域

・田園環境や集落付近にある鎮守の杜（社
しゃ

叢
そう

林
りん

）や河畔
かはん

林
りん

などの保全に努め

る。

・桜、紅葉、コスモス、ひまわりなど自然景観を活かしたイベントの開催に努

める。

・地域の自慢となる自然環境や観光資源などについて、地域住民が愛着と誇り

をもって主体的に環境や景観の保全と活用に取り組む。

行政

・県の景観条例、屋外広告物条例、緑条例などの制度活用を行うとともに活用

方法を周知する。

・公共施設などの景観・緑化に積極的に取り組むとともに、ボランティアリー

ダーの育成支援や緑化事業の啓発を行う。

・快適でうるおいのある生活空間の確保や災害時における防災機能を担うた

め、身近なオープンスペースを活かした地域主体の公園広場、緑地などを整

備する。

■施策の展開

①自然景観の保全

・人と自然が共生する里山景観を市民協働で守り育てます。

・のどかな田園景観を保全するため、農地の保全や里山景観などに配慮した開発指導に努め

ます。

②歴史的町並み景観の保全・継承

・景観条例（景観形成地区）の活用も視野に入れて、貴重な観光資源である歴史的建築物や

町並みの保全に努めます。

【関連】 ②自然環境の保全と創造

まちづくりの目標２ 誰もが住みたい定住のまち

施策目標２ ８ 【景観】自然と歴史文化が織りなす里山景観を守り育てよう

■現状と課題

森と水に囲まれた豊かな自然環境を背景に、自然と農業の営みの調和によって築かれた集落

と田園が織りなす景観は、本市の特色であり、桜や紅葉、コスモス、かたくり、ひまわりなど

四季折々の地域資源と社寺周辺の里山景観などを活かした様々な観光振興が行われています。

一方、旧城下町や宿場町など歴史的景観を有する地区においては、一部において建物の修景

整備※や空き家の活用などが行われてきたものの、商店の移転や廃業により、歴史ある町並み

の維持が困難な状況となっており、点から線へ連続性のある町並み景観を創出していくことが

必要となっています。

インターチェンジ付近や幹線道路沿道では、周辺と調和しない建築物や広告物などによる景

観阻害が見受けられ、秩序ある良好な景観を持つ市街地を形成するよう、市民・事業者が景観

の大切さを理解していく必要があります。

また、緑化団体や花の愛好グループのメンバーの高齢化により、公共的用地の緑化や花づく

り活動が徐々に維持できない状態となってきており、新たな組織やボランティアの育成を支援

していく必要があります。

資料：市資料

大杉ダム公園

（団体）

（年度）

緑化資材提供団体数

誰
も
が
住
み
た
い
定
住
の
ま
ち

目
標
２



３ あいさつでつなぐ安心して暮らせるまち

地震や台風といった自然災害や、火災、交通事故、犯罪等、市民を不安にする様々なことがら

に対して、家庭、事業所、自治会等において顔の見える関係をつくり、さらには、行政による啓

発や安全確保のための環境整備を推進し、あいさつでつなぐ安心して暮らせるまちをつくります。

３ １ 防災

地域のつながりを強めて災害に備えよう

３ ２ 消防・救急
みんながいつでも安心できる消防体制を

つくろう

３ ３ 交通安全・防犯

交通事故や犯罪を防止する地域をつくろう

施 策 目 標まちづくりの目標

３ あいさつでつなぐ安心して暮らせ

るまち

・地区ごとの歴史・文化的景観を反映した建築物や町並みに調和した新たな景観の創出に努

め、地域の個性ある景観の継承に努めます。

③秩序ある市街地景観の形成

・緑豊かな森林の保全や里山の眺望景観を確保するとともに、里山景観と調和した町並み景

観を形成するため、市街地や集落地においては、関係部署と連携し、県の景観条例や緑条

例などを活用した景観形成を促進します。

・インターチェンジ周辺や幹線道路などでは、景観に配慮した整備や維持管理に取り組むと

ともに、秩序ある沿道景観を誘導するため、屋外広告物条例等を活用し、景観を阻害する

広告物への是正指導の強化に努めます。

④公園・緑地の適切な維持・管理と緑化の推進

・うるおいのある緑豊かな市街地環境を形成するため、市内に有するスポーツ施設、集客施

設、観光資源なども含め、公園の適正配置と公園緑地の適切な維持管理を行います。

・自治会や校区内の公園広場や集会施設などの身近なオープンスペースを確保するととも

に、その維持管理を行う地域組織に対する支援を行います。

・官民有地の緑化などの地域美化や地域景観の向上に努めるため、花や緑づくり活動のリー

ダー育成やボランティア団体等への支援とともに、民有地における景観づくりの啓発に取

り組みます。

花の道作り

【関連】 ③環境美化の推進

【関連】 ②自然環境の保全と創造



３ あいさつでつなぐ安心して暮らせるまち

地震や台風といった自然災害や、火災、交通事故、犯罪等、市民を不安にする様々なことがら

に対して、家庭、事業所、自治会等において顔の見える関係をつくり、さらには、行政による啓

発や安全確保のための環境整備を推進し、あいさつでつなぐ安心して暮らせるまちをつくります。

３ １ 防災

地域のつながりを強めて災害に備えよう

３ ２ 消防・救急
みんながいつでも安心できる消防体制を

つくろう

３ ３ 交通安全・防犯

交通事故や犯罪を防止する地域をつくろう

施 策 目 標まちづくりの目標

３ あいさつでつなぐ安心して暮らせ

るまち

・地区ごとの歴史・文化的景観を反映した建築物や町並みに調和した新たな景観の創出に努

め、地域の個性ある景観の継承に努めます。

③秩序ある市街地景観の形成

・緑豊かな森林の保全や里山の眺望景観を確保するとともに、里山景観と調和した町並み景

観を形成するため、市街地や集落地においては、関係部署と連携し、県の景観条例や緑条

例などを活用した景観形成を促進します。

・インターチェンジ周辺や幹線道路などでは、景観に配慮した整備や維持管理に取り組むと

ともに、秩序ある沿道景観を誘導するため、屋外広告物条例等を活用し、景観を阻害する

広告物への是正指導の強化に努めます。

④公園・緑地の適切な維持・管理と緑化の推進

・うるおいのある緑豊かな市街地環境を形成するため、市内に有するスポーツ施設、集客施

設、観光資源なども含め、公園の適正配置と公園緑地の適切な維持管理を行います。

・自治会や校区内の公園広場や集会施設などの身近なオープンスペースを確保するととも

に、その維持管理を行う地域組織に対する支援を行います。

・官民有地の緑化などの地域美化や地域景観の向上に努めるため、花や緑づくり活動のリー

ダー育成やボランティア団体等への支援とともに、民有地における景観づくりの啓発に取

り組みます。

花の道作り

【関連】 ③環境美化の推進

【関連】 ②自然環境の保全と創造
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■役割分担
役割

市民・事業者

・自分の命を守るため、自治会単位での防災訓練に積極的に参加し、災害発生

時に必要な行動を身につけ、災害が発生する恐れがある場合や災害が発生し

た場合は速やかに行動する。

地域

・住民一人一人が災害発生時の役割を把握し実践できるよう、防災訓練等を繰

返し開催するとともに、住民同士の協力や助け合いを促す。

・定期的な地域内の見回りと避難所等の環境整備を基に「手づくりハザード

マップ」を更新し周知する。

行政

・避難所の環境を整え、河川整備等長期にわたる事業については、県等との連

携を強化する。

・災害等の情報をあらゆる媒体を通じ発信するとともに、地域防災計画に基づ

く災害予防と災害発生時の対応について、市民・事業者に周知する。

・地域住民が集まる機会に併せて避難訓練の実施を呼び掛ける。

■施策の展開

①災害予防活動の充実

・地域における防災訓練、防災リーダーの養成や防災に係る講習会等を通じ、災害予防活動

に努めるとともに、災害対策本部と支部の連携を強化するため訓練の充実を図ります。

②防災情報の適時・的確な提供

・防災行政無線施設の適正な管理運営を行うとともに、防災情報の収集や、適時・的確な情

報発信に努めます。

③避難所の環境整備の推進

・避難時の生活環境を改善するため、地域の意見を聞きながら、水害や地震等、災害の種類

に応じた避難所指定の見直しを進めるとともに、避難所設備を充実させます。

④復旧・復興に向けた体制づくり

・災害発生時に、関係機関、関係事業者と連携した迅速な復旧に取り組めるよう、訓練を通

じて体制を構築します。

・広域的な災害時相互応援体制を構築し、大規模災害への対応を強化します。

・地震、浸水等による家屋被害の発生時には、早期の罹災
り さ い

証明発行により各種支援が速やか

に受けられるよう家屋被害認定士を計画的に養成し、市内外の被災地支援体制を強化しま

す。

【関連】 ③防火・防災意識の向上

【関連部門別計画】 ○丹波市地域防災計画

まちづくりの目標３ あいさつでつなぐ安心して暮らせるまち
 
施策目標３ １ 【防災】地域のつながりを強めて災害に備えよう

■現状と課題

本市は、豊かな森林や水辺など自然環境に恵まれ、高速道路網の整備も進んだ住みよい環境

のもとで安心して暮らすことのできる環境が望まれています。本市では、これまで大きな災害

が比較的少ない状況にありましたが、各地で多発する集中豪雨に伴う水害や土砂災害、さらに

は、今後発生が予想される南海トラフ巨大地震など、災害に対する不安が高まっています。

また、新たな課題として原子力災害への備えと対応が求められています。

そのような中で、地域防災計画に基づいて、職員・市民・事業者に対し、災害予防や減災に

関する啓発を行うとともに、特に災害弱者については、避難行動の啓発と周知を行うことが重

要となっています。また、適時・的確な情報を入手し、発信することも重要です。

市民・事業者等にあっては普段から積極的に訓練を繰り返し、地域内の連携を深めることが

大切です。

資料：市資料

■めざすまちの姿

・日ごろからの防災訓練への参画や正確な情報の入手により、災害発生時に事業者をはじめ

地域住民一人一人が協力し、助け合う備えができており、安心して暮らしています。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

自主防災組織による

防災訓練を行ってい

る自治会の割合

防災訓練を繰り返し実施し、災害発

生時に取るべき行動を身につけてお

くことが重要であるため。

％

災害時の避難場所を

知っている市民の割

合

市民それぞれにとっての避難場所を

自ら知っておくことが、災害発生時

における迅速な避難行動を促す上で

重要であるため、アンケート調査に

て「知っている」と回答する市民の割

合を指標として捉える。

― 増加

資料：市資料

（団体）

（年度）

自主防災組織数



■役割分担
役割

市民・事業者

・自分の命を守るため、自治会単位での防災訓練に積極的に参加し、災害発生

時に必要な行動を身につけ、災害が発生する恐れがある場合や災害が発生し

た場合は速やかに行動する。

地域

・住民一人一人が災害発生時の役割を把握し実践できるよう、防災訓練等を繰

返し開催するとともに、住民同士の協力や助け合いを促す。

・定期的な地域内の見回りと避難所等の環境整備を基に「手づくりハザード

マップ」を更新し周知する。

行政

・避難所の環境を整え、河川整備等長期にわたる事業については、県等との連

携を強化する。

・災害等の情報をあらゆる媒体を通じ発信するとともに、地域防災計画に基づ

く災害予防と災害発生時の対応について、市民・事業者に周知する。

・地域住民が集まる機会に併せて避難訓練の実施を呼び掛ける。

■施策の展開

①災害予防活動の充実

・地域における防災訓練、防災リーダーの養成や防災に係る講習会等を通じ、災害予防活動

に努めるとともに、災害対策本部と支部の連携を強化するため訓練の充実を図ります。

②防災情報の適時・的確な提供

・防災行政無線施設の適正な管理運営を行うとともに、防災情報の収集や、適時・的確な情

報発信に努めます。

③避難所の環境整備の推進

・避難時の生活環境を改善するため、地域の意見を聞きながら、水害や地震等、災害の種類

に応じた避難所指定の見直しを進めるとともに、避難所設備を充実させます。

④復旧・復興に向けた体制づくり

・災害発生時に、関係機関、関係事業者と連携した迅速な復旧に取り組めるよう、訓練を通

じて体制を構築します。

・広域的な災害時相互応援体制を構築し、大規模災害への対応を強化します。

・地震、浸水等による家屋被害の発生時には、早期の罹災
り さ い

証明発行により各種支援が速やか

に受けられるよう家屋被害認定士を計画的に養成し、市内外の被災地支援体制を強化しま

す。

【関連】 ③防火・防災意識の向上

【関連部門別計画】 ○丹波市地域防災計画

まちづくりの目標３ あいさつでつなぐ安心して暮らせるまち
 
施策目標３ １ 【防災】地域のつながりを強めて災害に備えよう

■現状と課題

本市は、豊かな森林や水辺など自然環境に恵まれ、高速道路網の整備も進んだ住みよい環境

のもとで安心して暮らすことのできる環境が望まれています。本市では、これまで大きな災害

が比較的少ない状況にありましたが、各地で多発する集中豪雨に伴う水害や土砂災害、さらに

は、今後発生が予想される南海トラフ巨大地震など、災害に対する不安が高まっています。

また、新たな課題として原子力災害への備えと対応が求められています。

そのような中で、地域防災計画に基づいて、職員・市民・事業者に対し、災害予防や減災に

関する啓発を行うとともに、特に災害弱者については、避難行動の啓発と周知を行うことが重

要となっています。また、適時・的確な情報を入手し、発信することも重要です。

市民・事業者等にあっては普段から積極的に訓練を繰り返し、地域内の連携を深めることが

大切です。

資料：市資料

■めざすまちの姿

・日ごろからの防災訓練への参画や正確な情報の入手により、災害発生時に事業者をはじめ

地域住民一人一人が協力し、助け合う備えができており、安心して暮らしています。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

自主防災組織による

防災訓練を行ってい

る自治会の割合

防災訓練を繰り返し実施し、災害発

生時に取るべき行動を身につけてお

くことが重要であるため。

％

災害時の避難場所を

知っている市民の割

合

市民それぞれにとっての避難場所を

自ら知っておくことが、災害発生時

における迅速な避難行動を促す上で

重要であるため、アンケート調査に

て「知っている」と回答する市民の割

合を指標として捉える。

― 増加

資料：市資料

（団体）

（年度）

自主防災組織数
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■役割分担
役割

市民・事業者

・市民は、個々の防火意識を高め、自分の家から火災を出さない。

・事業者は、防火管理責任を意識し、定期的な消防訓練に努めるとともに、Ａ

ＥＤ※の設置を進め、その使用方法を含めた訓練を定期的に行う。

地域

・自治会等は、行政や消防団等と連携した防災訓練や救急講習会を定期的に開

催し、住民に積極的な参加を呼びかけることで、お互いに助け合える地域コ

ミュニティづくりを推進する。

行政

・定期的に防災訓練や救急講習会などを実施し、防災意識の向上や応急手当の

普及啓発に取り組むとともに、地域や事業者が実施する場合には積極的な指

導・助言を行う。

・緊急性がなく自分で病院へ行ける場合は救急車以外の交通機関を利用する

など、本当に必要な場合に救急車を上手に使うよう市民に理解を求める。

・住宅用火災警報器の設置率を向上させるとともに、維持管理についての広報

活動を行う。

■施策の展開

①消防施設の充実

・消防施設、車両などの計画的な更新や消火栓及び消火栓器材の充実によって、火災の早期

鎮火及び延焼拡大防止を図ります。

②消防力の向上

・火災発生時には消防団の持つ力を最大限発揮できるよう、団員の確保や研修訓練に取り組

むとともに、常備消防体制の充実と連携の強化を図りながら、地域の事業者とも連携し、

消防に関する合同訓練などを実施することにより、消防力を向上します。

③防火・防災意識の向上

・市民の火災予防及び防災に対する意識が向上するよう、また、災害発生時に地域での被害

を軽減できるよう、消防団や自治会などと連携した積極的な訓練・指導を進めます。

④消防水利の整備の推進

・自治会との連携により防火水槽の設置を推進し、消防水利未整備地域の解消に努めます。

⑤救急体制の構築

・自治会や老人会などと連携しながら救急講習会を開催し、市民誰もがＡＥＤの使い方をは

じめ、応急手当の方法や手順を習得できるよう、住民の積極的な参加を促します。

・救急救命士（認定救急救命士を含む）の資質を向上させるとともに、気管挿管や薬剤投与

が行える認定救急救命士の養成を計画的に推進し、傷病者に対し、より質の高い救急救命

処置等が実施できるように努めます。

【関連】 ①災害予防活動の充実

まちづくりの目標３ あいさつでつなぐ安心して暮らせるまち
 
施策目標３ ２ 【消防・救急】みんながいつでも安心できる消防体制をつくろう

■現状と課題

いつ発生するか予測できない自然災害や都市型事故など、消防需用は増加を続けていること

から、市民の安全・安心を確保するためには、人員、施設、装備などを充実させ、市内の消防

力を均衡化するとともに、高度で安定した消防力の確保が必要です。

消防水利未整備地域における防火水槽の整備については、有利な起債を活用して推進してい

ますが、地元自治会による候補地の選定に時間を要しています。

また、年々増加傾向にある救急出動に対し、傷病者の救命効果を高めるためには、現場に居

合わせた市民による応急手当と救急隊による高度な救急処置を施し、傷病に適した医療機関に

迅速に搬送することが重要となっています。

県下の消防本部全体の認定救急救命士（気管挿管や薬剤投与が行える救命士）の養成状況を

みると、本市は兵庫県の平均より多く、市民に対して質の高い救急救命処置が実施できている

と推察できます。しかし、救急救命士・認定救急救命士の高齢化や退職等を考慮すると、今後

も計画的に養成することが必要です。

資料：平成 年消防活動概要

■めざすまちの姿

・市民の防火に対する意識が向上するとともに、消防体制がより充実しています。

・市民による迅速・的確な応急手当と救急隊との連携により、多くの命が救われています。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

救急講習会受講者数 救急隊が到着するまでに、市民によ

る応急手当が傷病者の救命率の向上

につながるため。

人 年 人 年

住んでいる地域は防

火意識が高いと感じ

ている市民の割合

火災が発生しにくい地域づくりがで

きているかについて、市民の実感を

把握するため、アンケート調査にて

「そう思う」「まあそう思う」と回答

する市民の割合を指標として捉え

る。

― 増加

資料：市資料

（件）

（年）

火災発生件数



■役割分担
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処置等が実施できるように努めます。

【関連】 ①災害予防活動の充実

まちづくりの目標３ あいさつでつなぐ安心して暮らせるまち
 
施策目標３ ２ 【消防・救急】みんながいつでも安心できる消防体制をつくろう
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力を均衡化するとともに、高度で安定した消防力の確保が必要です。

消防水利未整備地域における防火水槽の整備については、有利な起債を活用して推進してい

ますが、地元自治会による候補地の選定に時間を要しています。

また、年々増加傾向にある救急出動に対し、傷病者の救命効果を高めるためには、現場に居

合わせた市民による応急手当と救急隊による高度な救急処置を施し、傷病に適した医療機関に

迅速に搬送することが重要となっています。

県下の消防本部全体の認定救急救命士（気管挿管や薬剤投与が行える救命士）の養成状況を

みると、本市は兵庫県の平均より多く、市民に対して質の高い救急救命処置が実施できている

と推察できます。しかし、救急救命士・認定救急救命士の高齢化や退職等を考慮すると、今後

も計画的に養成することが必要です。
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・市民による迅速・的確な応急手当と救急隊との連携により、多くの命が救われています。
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めざす値・方向性
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救急講習会受講者数 救急隊が到着するまでに、市民によ

る応急手当が傷病者の救命率の向上

につながるため。
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■めざすまちの姿

・市民一人一人が交通ルールを遵守し、交通事故がないまちになっています。

・「自らの地域は自ら守る」という防犯意識が高まり、犯罪のないまちになっています。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

人身事故発生件数 地域の交通安全に対する安全・安心

の状況を示す代表的な数値であり、

減少させることが必要であるため。

件 件

刑法犯罪認知件数
防犯に対する安全・安心の状況を示

す代表的な数値であり減少させるこ

とが必要であるため。
件 件

■役割分担
役割

市民・事業者

・一人一人が交通ルールを守り、思いやりの気持ちで交通安全に取り組む。事

業者においても、従業員の交通安全教育に取り組む。

・犯罪被害者とならないよう、自身の生命と財産を守ることを意識する。事業

者においては、地域や行政の防犯の取り組みに協力する。

・消費者として新たな犯罪手口等に関心を持ち、消費者トラブルに巻き込まれ

ないように意識する。

地域

・通学路の見守りなど、児童・生徒の事故防止活動に取り組む。

・「自らの地域は自ら守る」という意識で、防犯活動や犯罪を抑止する環境づ

くりに取り組む。

・青少年、高齢者が消費者被害に遭わないよう注視し、消費生活センターを紹

介するなど被害防止に協力する。

行政

・市民、地域、関連団体、警察等と連携し、地域ぐるみで交通安全運動に取り

組むことで、広く意識啓発を行う。

・防犯協会の防犯パトロール活動等を支援するとともに、防犯灯や防犯カメラ

の設置の推進及び暴力団対策に取り組む。

・消費者協議会と協力、連携し、消費者トラブルに関する情報発信に努めると

ともに、消費生活相談により、的確な問題解決方法を案内する。

まちづくりの目標３ あいさつでつなぐ安心して暮らせるまち
 
施策目標３ ３ 【交通安全･防犯】交通事故や犯罪を防止する地域をつくろう

■現状と課題

本市における交通事故の発生件数は減少傾向となっているものの、高齢者が関係する交通事

故の占める割合は、兵庫県平均に比べて高い状態が続いていることから、対象を高齢者に絞る

など、世代に応じた交通安全教育が必要となっています。また、歩行者、自転車、ドライバー、

道路管理者など、それぞれの視点から総合的な交通安全対策を進める必要があります。

防犯活動については、街頭犯罪や侵入犯罪などが後を絶たない状況の中、近年、地域の安全

や安心に関する意識が高まっており、犯罪を未然に防ぐための防犯パトロールや各種キャン

ペーンなど防犯活動のさらなる推進と犯罪の起こりにくい環境づくりが求められています。

また、消費者問題については、経済活動の変化や情報化の進展に伴い、様々な商品サービス

や取引方法が生まれ、消費者の利便性が向上する一方で、悪質商法など複雑多様化した消費者

トラブルが増加していることから、被害を防止する啓発活動の強化が必要です。

資料：丹波警察署

交通安全教室

（件）

（年）

交通事故発生・刑法犯罪認知件数

交通事故発生件数 人身事故 高齢者の交通事故発生件数人身事故

刑法犯罪認知件数



■めざすまちの姿

・市民一人一人が交通ルールを遵守し、交通事故がないまちになっています。

・「自らの地域は自ら守る」という防犯意識が高まり、犯罪のないまちになっています。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性
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す代表的な数値であり減少させるこ

とが必要であるため。
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・一人一人が交通ルールを守り、思いやりの気持ちで交通安全に取り組む。事

業者においても、従業員の交通安全教育に取り組む。

・犯罪被害者とならないよう、自身の生命と財産を守ることを意識する。事業

者においては、地域や行政の防犯の取り組みに協力する。

・消費者として新たな犯罪手口等に関心を持ち、消費者トラブルに巻き込まれ

ないように意識する。

地域

・通学路の見守りなど、児童・生徒の事故防止活動に取り組む。

・「自らの地域は自ら守る」という意識で、防犯活動や犯罪を抑止する環境づ

くりに取り組む。

・青少年、高齢者が消費者被害に遭わないよう注視し、消費生活センターを紹

介するなど被害防止に協力する。

行政

・市民、地域、関連団体、警察等と連携し、地域ぐるみで交通安全運動に取り

組むことで、広く意識啓発を行う。

・防犯協会の防犯パトロール活動等を支援するとともに、防犯灯や防犯カメラ

の設置の推進及び暴力団対策に取り組む。

・消費者協議会と協力、連携し、消費者トラブルに関する情報発信に努めると

ともに、消費生活相談により、的確な問題解決方法を案内する。

まちづくりの目標３ あいさつでつなぐ安心して暮らせるまち
 
施策目標３ ３ 【交通安全･防犯】交通事故や犯罪を防止する地域をつくろう

■現状と課題

本市における交通事故の発生件数は減少傾向となっているものの、高齢者が関係する交通事

故の占める割合は、兵庫県平均に比べて高い状態が続いていることから、対象を高齢者に絞る

など、世代に応じた交通安全教育が必要となっています。また、歩行者、自転車、ドライバー、

道路管理者など、それぞれの視点から総合的な交通安全対策を進める必要があります。

防犯活動については、街頭犯罪や侵入犯罪などが後を絶たない状況の中、近年、地域の安全

や安心に関する意識が高まっており、犯罪を未然に防ぐための防犯パトロールや各種キャン

ペーンなど防犯活動のさらなる推進と犯罪の起こりにくい環境づくりが求められています。

また、消費者問題については、経済活動の変化や情報化の進展に伴い、様々な商品サービス

や取引方法が生まれ、消費者の利便性が向上する一方で、悪質商法など複雑多様化した消費者

トラブルが増加していることから、被害を防止する啓発活動の強化が必要です。

資料：丹波警察署
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４ 美しい自然と環境を大切にする源流のまち

森林、農地、河川など豊かな自然環境を市民や地域で守り育てることで、快適なまちをつくる

とともに、豊かな自然の恵みを活かし、自然エネルギーの地産地消などを推進することで、人と

自然が共存する低炭素社会の形成に努め、美しい自然と環境を大切にする源流のまちをつくりま

す。

４ １ 環境保全
市民ぐるみで環境保全を進め、快適で住

みよい丹波市にしよう

４ ２ 低炭素社会
地球環境にやさしい社会と暮らしを育て

よう

施 策 目 標まちづくりの目標

４ 美しい自然と環境を大切にする

源流のまち

■施策の展開

①交通安全対策

・交通安全意識の高揚と交通マナーを向上させるため、市交通指導員会、丹波交通安全協会

及び丹波警察署などと連携することで、子どもや高齢者を対象とした交通安全教育の充実

と高齢者の運転免許証の自主返納の促進を図り、市民参加型の安全啓発活動を推進します。

・交通安全施設や交通規制については、道路管理者や警察と連携して取り組みます。

②地域による防犯活動の確立

・犯罪の発生を抑制するには「地域の監視の目」が重要であるため、防犯協会の活動を支援

します。

・地域と行政が連携・協力し、「自らの地域は自ら守る」をスローガンに、青少年の非行防

止活動や地域ぐるみの防犯活動を強化し、犯罪の起こりにくい環境づくりや情報提供など

効果の高い防犯対策を推進します。

③消費者犯罪の防止

・消費生活相談について、適正かつ迅速に対応するため、生活科学情報センターや弁護士な

どの関係機関と連携し、消費生活センターの機能を充実させます。

・新たな手口の消費者トラブルからの被害を防止するため、広報や出前講座を活用し、犯罪

手口に関する情報提供や相談方法の周知徹底を行います。

防犯パトロールカー

【関連部門別計画】 ○丹波市交通安全計画



４ 美しい自然と環境を大切にする源流のまち

森林、農地、河川など豊かな自然環境を市民や地域で守り育てることで、快適なまちをつくる

とともに、豊かな自然の恵みを活かし、自然エネルギーの地産地消などを推進することで、人と

自然が共存する低炭素社会の形成に努め、美しい自然と環境を大切にする源流のまちをつくりま

す。

４ １ 環境保全
市民ぐるみで環境保全を進め、快適で住

みよい丹波市にしよう

４ ２ 低炭素社会
地球環境にやさしい社会と暮らしを育て

よう

施 策 目 標まちづくりの目標

４ 美しい自然と環境を大切にする

源流のまち

■施策の展開

①交通安全対策

・交通安全意識の高揚と交通マナーを向上させるため、市交通指導員会、丹波交通安全協会

及び丹波警察署などと連携することで、子どもや高齢者を対象とした交通安全教育の充実

と高齢者の運転免許証の自主返納の促進を図り、市民参加型の安全啓発活動を推進します。

・交通安全施設や交通規制については、道路管理者や警察と連携して取り組みます。

②地域による防犯活動の確立

・犯罪の発生を抑制するには「地域の監視の目」が重要であるため、防犯協会の活動を支援

します。

・地域と行政が連携・協力し、「自らの地域は自ら守る」をスローガンに、青少年の非行防

止活動や地域ぐるみの防犯活動を強化し、犯罪の起こりにくい環境づくりや情報提供など

効果の高い防犯対策を推進します。

③消費者犯罪の防止

・消費生活相談について、適正かつ迅速に対応するため、生活科学情報センターや弁護士な

どの関係機関と連携し、消費生活センターの機能を充実させます。

・新たな手口の消費者トラブルからの被害を防止するため、広報や出前講座を活用し、犯罪

手口に関する情報提供や相談方法の周知徹底を行います。

防犯パトロールカー

【関連部門別計画】 ○丹波市交通安全計画
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■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

クリーン作戦※への

参加者数

クリーン作戦への参加者数が、市民

の環境美化への関心度を示すもので

あるため。

人 人

住んでいる地域は、

ゴミのないきれいな

まちであると思う市

民の割合

ごみのないきれいなまちが、環境美

化につながるため、アンケート調査

にて「そう思う」「まあそう思う」と

回答する市民の割合を指標として捉

える。

－ 増加

資料：市資料

■役割分担
役割

市民・事業者
・日常の生活、事業活動等において、常に環境保全に関心を持つ。

・地域で行われる環境美化の取り組みに積極的に参加する。

地域
・自治会等で環境学習を実施するとともに、地域内で環境悪化に関する情報交

換を行い、地域課題として取り組めるよう意識づけを行う。

行政

・市民・事業者等に対して、環境保全や環境美化に対する意識啓発を行う。

・本市における自然環境保全に関する施策を市民の参画を得ながら進めてい

く。

■施策の展開

①環境保全に関する情報提供の充実

・市民一人一人が環境問題に対する認識と理解を深め、積極的に取り組むことができるよう、

環境保全に関わる情報や地域の取り組みについての情報提供を充実させます。

・生物多様性が適正に保たれるよう、理解と関心を深めるための啓発を行います。

②自然環境の保全と創造

・広葉樹林の再生、希少種の保全、里山の整備・活用、河川の水質改善など、自然環境を保

全し、創造します。

③環境美化の推進

・市民や地域が、地域の生活環境の保全にあたって主体的に取り組むという意識を高め、一

人一人が環境学習や美化活動を行い、美しいまちづくりを進めます。

・環境美化意識を向上させるため、不法投棄等に対するパトロールの強化などを関係機関と

連携して行います。

【関連】 ④公園・緑地の適切な維持・管理と緑化の推進

【関連】 ①計画的な土地利用の推進 ③計画的な河川整備
①自然景観の保全 ③秩序ある市街地景観の形成

【関連部門別計画】 ○丹波市環境基本計画

まちづくりの目標４ 美しい自然と環境を大切にする源流のまち

施策目標４ １
【環境保全】

市民ぐるみで環境保全を進め、快適で住みよい丹波市にしよう

■現状と課題

本市は、市域の ％を森林が占めており豊かな自然環境に恵まれています。また、「水分（み

わか）れ」と呼ばれる本州で一番低い中央分水界が通っており、太平洋側と日本海側の動植物

が豊かに交ざり合って生きている地域も見られます。

しかし、このような豊かな自然環境も、林業をめぐる環境の変化に加え、人口減少や山林所

有者の高齢化により、森林や里山の管理が不十分になり、荒廃が進んでいます。

一方、生活環境の面においては、人口減少等に伴う空き家の増加、森林や農地、道路、河川

などへの不法投棄、土地所有者不在の空地における雑草の繁茂等が目立ってきています。

これらの課題解決に向け、行政と自治会や自治協議会との連携を強化しながら、地域ぐるみ

で環境保全活動を実施する仕組みづくりが必要です。

また、本市では、豊かな自然環境の活用や地域資源の新たな発掘につながる農村や里山環境

の再生を意識した体験型のツアーを実施するなど、自然との共生に取り組んでおり、これらの

活動をＰＲし、本市の魅力を全国に発信することが求められています。

資料：市資料

■めざすまちの姿

・市民一人一人が環境保全に関心を持って暮らしています。

・市民・事業者、地域、行政の協働により、豊かな自然環境を保全する活動が実践され、緑

に囲まれた美しく快適なまちが保たれています。

（ｔ）

（年度）

不法投棄ごみ回収量



■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

クリーン作戦※への

参加者数

クリーン作戦への参加者数が、市民

の環境美化への関心度を示すもので

あるため。

人 人

住んでいる地域は、

ゴミのないきれいな

まちであると思う市

民の割合

ごみのないきれいなまちが、環境美

化につながるため、アンケート調査

にて「そう思う」「まあそう思う」と

回答する市民の割合を指標として捉

える。

－ 増加

資料：市資料

■役割分担
役割

市民・事業者
・日常の生活、事業活動等において、常に環境保全に関心を持つ。

・地域で行われる環境美化の取り組みに積極的に参加する。

地域
・自治会等で環境学習を実施するとともに、地域内で環境悪化に関する情報交

換を行い、地域課題として取り組めるよう意識づけを行う。

行政

・市民・事業者等に対して、環境保全や環境美化に対する意識啓発を行う。

・本市における自然環境保全に関する施策を市民の参画を得ながら進めてい

く。

■施策の展開

①環境保全に関する情報提供の充実

・市民一人一人が環境問題に対する認識と理解を深め、積極的に取り組むことができるよう、

環境保全に関わる情報や地域の取り組みについての情報提供を充実させます。

・生物多様性が適正に保たれるよう、理解と関心を深めるための啓発を行います。

②自然環境の保全と創造

・広葉樹林の再生、希少種の保全、里山の整備・活用、河川の水質改善など、自然環境を保

全し、創造します。

③環境美化の推進

・市民や地域が、地域の生活環境の保全にあたって主体的に取り組むという意識を高め、一

人一人が環境学習や美化活動を行い、美しいまちづくりを進めます。

・環境美化意識を向上させるため、不法投棄等に対するパトロールの強化などを関係機関と

連携して行います。

【関連】 ④公園・緑地の適切な維持・管理と緑化の推進

【関連】 ①計画的な土地利用の推進 ③計画的な河川整備
①自然景観の保全 ③秩序ある市街地景観の形成

【関連部門別計画】 ○丹波市環境基本計画

まちづくりの目標４ 美しい自然と環境を大切にする源流のまち

施策目標４ １
【環境保全】

市民ぐるみで環境保全を進め、快適で住みよい丹波市にしよう

■現状と課題

本市は、市域の ％を森林が占めており豊かな自然環境に恵まれています。また、「水分（み

わか）れ」と呼ばれる本州で一番低い中央分水界が通っており、太平洋側と日本海側の動植物

が豊かに交ざり合って生きている地域も見られます。

しかし、このような豊かな自然環境も、林業をめぐる環境の変化に加え、人口減少や山林所

有者の高齢化により、森林や里山の管理が不十分になり、荒廃が進んでいます。

一方、生活環境の面においては、人口減少等に伴う空き家の増加、森林や農地、道路、河川

などへの不法投棄、土地所有者不在の空地における雑草の繁茂等が目立ってきています。

これらの課題解決に向け、行政と自治会や自治協議会との連携を強化しながら、地域ぐるみ

で環境保全活動を実施する仕組みづくりが必要です。

また、本市では、豊かな自然環境の活用や地域資源の新たな発掘につながる農村や里山環境

の再生を意識した体験型のツアーを実施するなど、自然との共生に取り組んでおり、これらの

活動をＰＲし、本市の魅力を全国に発信することが求められています。

資料：市資料

■めざすまちの姿

・市民一人一人が環境保全に関心を持って暮らしています。

・市民・事業者、地域、行政の協働により、豊かな自然環境を保全する活動が実践され、緑

に囲まれた美しく快適なまちが保たれています。

（ｔ）

（年度）

不法投棄ごみ回収量
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■めざすまちの姿

・太陽光などの自然エネルギーを活用し、自立・分散型エネルギー※の普及と地産地消が進

んでいます。

・豊かな自然が日常生活、産業等に活用され、低炭素社会が実現しています。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（ 年度）

市内の太陽光発電の

設置件数（累計）

太陽光発電の設置件数を増やすこと

が、低炭素社会の実現につながるた

め。

件 件

住んでいる地域は、

太陽光などの自然エ

ネルギーの活用が以

前よりも進んでいる

と思う市民の割合

自然エネルギーの活用促進に対する

市民の満足度向上が重要であるた

め、アンケート調査にて「そう思う」

「まあそう思う」と回答する市民の

割合を指標として捉える。

－ 増加

資料：関西電力株式会社提供資料

■役割分担
役割

市民・事業者
・自然エネルギーの活用や省エネなどについて理解を深め、個人・職場などそ

れぞれ身近なところから取り組みを行う。

地域 ・地域や自治会単位で取り組める自然エネルギーの導入を推進する。

行政

・公共施設において、太陽光発電等の自然エネルギーを活用した施設の導入を

推進する。

・将来枯渇すると考えられている化石燃料を大切に使用するための情報提供

を行うとともに、地球環境にやさしい社会の実現に向けた重要性を啓発す

る。

太陽光発電（氷上中学校）

まちづくりの目標４ 美しい自然と環境を大切にする源流のまち

施策目標４ ２ 【低炭素社会】地球環境にやさしい社会と暮らしを育てよう

■現状と課題

平成 年 月に発生した東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故を契機に、自然エ

ネルギーや未利用エネルギーを活用した「災害に強く、低炭素な地域づくり」について国をあ

げて取り組むこととなりました。

本市では、新エネルギー重点ビジョンを策定し、太陽光発電、太陽熱利用の導入を促進して

います。一方、木質バイオマス※については、青垣の温水プールにチップボイラーを設置する

等、森林資源を活用した取り組みを少しずつ始めている状況です。

今後、化石燃料の枯渇が予想されることなどにより、自然エネルギーへの転換が高まる傾向

にあることから、公共施設への太陽光発電設備導入を促進させるとともに、地球環境にやさし

い社会の実現に向け、費用対効果の高い方策を検討することが課題となっています。

資料：市資料

チップボイラー（青垣温水プール）

（件）

（年度）

地球温暖化防止対策推進事業所認定件数



■めざすまちの姿

・太陽光などの自然エネルギーを活用し、自立・分散型エネルギー※の普及と地産地消が進

んでいます。

・豊かな自然が日常生活、産業等に活用され、低炭素社会が実現しています。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（ 年度）

市内の太陽光発電の

設置件数（累計）

太陽光発電の設置件数を増やすこと

が、低炭素社会の実現につながるた

め。

件 件

住んでいる地域は、

太陽光などの自然エ

ネルギーの活用が以

前よりも進んでいる

と思う市民の割合

自然エネルギーの活用促進に対する

市民の満足度向上が重要であるた

め、アンケート調査にて「そう思う」

「まあそう思う」と回答する市民の

割合を指標として捉える。

－ 増加

資料：関西電力株式会社提供資料

■役割分担
役割

市民・事業者
・自然エネルギーの活用や省エネなどについて理解を深め、個人・職場などそ

れぞれ身近なところから取り組みを行う。

地域 ・地域や自治会単位で取り組める自然エネルギーの導入を推進する。

行政

・公共施設において、太陽光発電等の自然エネルギーを活用した施設の導入を

推進する。

・将来枯渇すると考えられている化石燃料を大切に使用するための情報提供

を行うとともに、地球環境にやさしい社会の実現に向けた重要性を啓発す

る。

太陽光発電（氷上中学校）

まちづくりの目標４ 美しい自然と環境を大切にする源流のまち

施策目標４ ２ 【低炭素社会】地球環境にやさしい社会と暮らしを育てよう

■現状と課題

平成 年 月に発生した東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故を契機に、自然エ

ネルギーや未利用エネルギーを活用した「災害に強く、低炭素な地域づくり」について国をあ

げて取り組むこととなりました。

本市では、新エネルギー重点ビジョンを策定し、太陽光発電、太陽熱利用の導入を促進して

います。一方、木質バイオマス※については、青垣の温水プールにチップボイラーを設置する

等、森林資源を活用した取り組みを少しずつ始めている状況です。

今後、化石燃料の枯渇が予想されることなどにより、自然エネルギーへの転換が高まる傾向

にあることから、公共施設への太陽光発電設備導入を促進させるとともに、地球環境にやさし

い社会の実現に向け、費用対効果の高い方策を検討することが課題となっています。

資料：市資料

チップボイラー（青垣温水プール）

（件）

（年度）

地球温暖化防止対策推進事業所認定件数
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５ ふるさとに愛着と誇りをもった人づくりのまち

子どもたちが楽しく学べる教育環境を地域ぐるみで形成し、ふるさとに愛着を持った教育に努

めるとともに、お互いを認め合い、家庭や地域において個性を発揮できる体制づくり、さらには、

一人一人が生涯を通じて学び、地域の芸術・文化を守っていくことで、郷土愛にあふれ、誇りを

もった人を育てるまちをつくります。

５ ふるさとに愛着と誇りをもった人

づくりのまち

５ １ 学校教育
学校・家庭・地域が一体となり、ふるさと

に愛着を持った子どもを育てよう

５ ２ 教育環境
子どもたちが安心して通い、楽しく学べる

教育環境をつくろう

５ ３ 教育委員会機能
地域に開かれ、市民と連携協働で、丹波

市の特色ある教育推進に取り組もう

５ ４ 幼児教育・保育
地域ぐるみで質の高い教育・保育を提供

し、安心できる子育て環境をつくろう

５ ５ 生涯学習
一人一人が生涯を通じて学び、鍛え、地

域に貢献しよう

５ ６ 人権教育・人権啓発
ふれあいを通じてお互いを認め合い、

尊重し合う社会をつくろう

５ ８ 芸術・文化
地域の芸術・文化を守り、育て、活かそう

施 策 目 標まちづくりの目標

５ ７ 男女共同参画
男女がともに、家庭・職場・地域・学校で

個性を発揮できる社会をつくろう

■施策の展開

①自然エネルギーの利用推進

・市役所をはじめとする公共施設における自然エネルギーの導入促進や、省エネの推進に向

けた取り組みを進めます。

・枯渇資源である化石燃料に依存するのではなく、地域にある資源（太陽エネルギー、木質

バイオマスエネルギーなど）を活用し、循環型社会（経済）の実現に向け、地球環境保全

や経済効果、地域活性化につながる自然エネルギーの研究・活用を促進します。

②低炭素社会の実現

・市民一人一人の地球温暖化防止など環境問題に対する意識が向上するよう啓発します。

・地域、事業者、行政が協働し、地球環境にやさしい社会の実現に向けた取り組みを行いま

す。

電気自動車の普及

【関連部門別計画】 ○丹波市環境基本計画 ○丹波市地域新エネルギービジョン（初期ビジョン）
○丹波市地域新エネルギービジョン（重点ビジョン）
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一人一人が生涯を通じて学び、鍛え、地

域に貢献しよう

５ ６ 人権教育・人権啓発
ふれあいを通じてお互いを認め合い、

尊重し合う社会をつくろう

５ ８ 芸術・文化
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男女がともに、家庭・職場・地域・学校で

個性を発揮できる社会をつくろう

■施策の展開

①自然エネルギーの利用推進
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や経済効果、地域活性化につながる自然エネルギーの研究・活用を促進します。

②低炭素社会の実現

・市民一人一人の地球温暖化防止など環境問題に対する意識が向上するよう啓発します。

・地域、事業者、行政が協働し、地球環境にやさしい社会の実現に向けた取り組みを行いま

す。

電気自動車の普及

【関連部門別計画】 ○丹波市環境基本計画 ○丹波市地域新エネルギービジョン（初期ビジョン）
○丹波市地域新エネルギービジョン（重点ビジョン）
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■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

国語、算数・数学の授

業の内容が分かると

答えた児童・生徒の

割合（小６、中３）

全国学力・学習状況調査を分析し、学

校ごとの課題を踏まえて、「わかる・

できる・のびる」授業となるよう工夫

改善しているため。

％ ％

学校の授業において

ゲストティーチャー

など、指導に携わっ

た地域住民の人数

地域と学校とが連携した教育を行う

ことが、ふるさとへの愛着につなが

るため。
人 人

資料：「ゲストティーチャーの地域住民の人数」は市資料による。

■役割分担
役割

市民・事業者

・将来を担う子どもたちが「生きる力※」を身につけられるよう、それぞれの

立場で子どもや子育て世代に目を向けて、学校や地域の行事等に積極的に参

加する。

・家庭においては、子どもにとって心安らぐ居心地の良い場となり、分かち合

い、つながり合う親子関係づくりに努める。

地域

・地域が主体性を発揮し、地域づくりの柱の一つとして、「市民総がかりの教

育」に取り組む。

・ゲストティーチャーや読み聞かせ、見守り活動への協力など、学校の応援団

になる。

行政

・学校・家庭・地域の連携による「市民総がかりの教育」を推進し、特色ある

学校づくりを展開する。

・子どもたちが学習しやすい環境を整えるとともに、子どもたちが「わかった」

という実感を伴った理解を得られる授業を実践するため、教職員の一層の資

質向上に取り組む。

・いじめの未然防止、不登校問題、特別支援教育等の充実に取り組む。

・業務改善や校務支援システムの導入により、教職員が一人一人の子どもと向

き合う環境づくりを進める。

中学生の仕事体験“トライやるウィーク”

まちづくりの目標５ ふるさとに愛着と誇りをもった人づくりのまち

施策目標５ １
【学校教育】

学校・家庭・地域が一体となり、ふるさとに愛着を持った子どもを育てよう

■現状と課題

本市では、市内出身の教職員が多く、児童・生徒１人あたりの教職員数が全国平均以上であ

ることや、パソコンなどのＩＣＴ※機器の整備が進んでいるなど、恵まれた教育環境が形成さ

れています。また、保護者や地域で活動する人をゲストティーチャーとして招くなど、地域と

一体となった教育に取り組んでいます。

そのような中で、子どもたち一人一人に寄り添い、「わかる」と実感できる授業を展開するこ

とにより、学ぶ喜びを体感させ、学習意欲を高めて、生涯を通して学び続けようとする子ども

たちを育成する必要があります。

いじめの未然防止のために、すべての教職員が正しい理解、適切な対応ができるよう研修を

深めるとともに、生活の様々な場面において、子どもたちが他者と関わる機会を創出し、豊か

な人間関係を形成する中で、お互いを認め合う心や他者を思いやる心を育てていく必要があり

ます。また、安全で安心な学校生活を送ることができる学習環境を整備し、確かな学力を育む

必要があります。

さらに、地域に根ざした開かれた学校づくりを推進するためには、今まで以上に学校に関す

る情報提供を積極的に行う必要があります。豊かな自然や人材など、地域素材を活用した授業

づくりを推進することで、ふるさとに対する愛着や誇りの持てる子どもたちを育てるとともに、

地域づくりの将来の担い手として育成することが求められています。

０歳から 歳までの子どもの成長と学びの連続性を考えて、学校間の連携を強化していく

ことを本市では大切にしています。

資料：全国・学力学習状況調査

■めざすまちの姿

・学校・家庭・地域がそれぞれの教育機能を発揮して連携・協力し、信頼関係を深めながら

「市民総がかりの教育」を推進することにより、社会に貢献するために生涯にわたって学

び続ける意欲を持った子どもたちが育っています。

・ 機器を効果的に活用しつつ、学校内外の様々な人々との協働学習や多様な体験を通じ

た課題探求型の学習を行うことで、ふるさとに愛着を持った子どもたちが育っています。

（％）

（年度）

国語、算数・数学の授業の内容が分かると答えた児童・生徒の割合（小 、中 ）

（未実施）



■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）
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答えた児童・生徒の

割合（小６、中３）

全国学力・学習状況調査を分析し、学

校ごとの課題を踏まえて、「わかる・

できる・のびる」授業となるよう工夫
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％ ％

学校の授業において

ゲストティーチャー

など、指導に携わっ

た地域住民の人数

地域と学校とが連携した教育を行う

ことが、ふるさとへの愛着につなが

るため。
人 人
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■役割分担
役割

市民・事業者

・将来を担う子どもたちが「生きる力※」を身につけられるよう、それぞれの

立場で子どもや子育て世代に目を向けて、学校や地域の行事等に積極的に参

加する。

・家庭においては、子どもにとって心安らぐ居心地の良い場となり、分かち合

い、つながり合う親子関係づくりに努める。

地域

・地域が主体性を発揮し、地域づくりの柱の一つとして、「市民総がかりの教

育」に取り組む。

・ゲストティーチャーや読み聞かせ、見守り活動への協力など、学校の応援団

になる。

行政

・学校・家庭・地域の連携による「市民総がかりの教育」を推進し、特色ある

学校づくりを展開する。

・子どもたちが学習しやすい環境を整えるとともに、子どもたちが「わかった」

という実感を伴った理解を得られる授業を実践するため、教職員の一層の資

質向上に取り組む。

・いじめの未然防止、不登校問題、特別支援教育等の充実に取り組む。

・業務改善や校務支援システムの導入により、教職員が一人一人の子どもと向

き合う環境づくりを進める。

中学生の仕事体験“トライやるウィーク”

まちづくりの目標５ ふるさとに愛着と誇りをもった人づくりのまち

施策目標５ １
【学校教育】

学校・家庭・地域が一体となり、ふるさとに愛着を持った子どもを育てよう

■現状と課題

本市では、市内出身の教職員が多く、児童・生徒１人あたりの教職員数が全国平均以上であ

ることや、パソコンなどのＩＣＴ※機器の整備が進んでいるなど、恵まれた教育環境が形成さ

れています。また、保護者や地域で活動する人をゲストティーチャーとして招くなど、地域と

一体となった教育に取り組んでいます。

そのような中で、子どもたち一人一人に寄り添い、「わかる」と実感できる授業を展開するこ

とにより、学ぶ喜びを体感させ、学習意欲を高めて、生涯を通して学び続けようとする子ども

たちを育成する必要があります。

いじめの未然防止のために、すべての教職員が正しい理解、適切な対応ができるよう研修を

深めるとともに、生活の様々な場面において、子どもたちが他者と関わる機会を創出し、豊か

な人間関係を形成する中で、お互いを認め合う心や他者を思いやる心を育てていく必要があり

ます。また、安全で安心な学校生活を送ることができる学習環境を整備し、確かな学力を育む

必要があります。

さらに、地域に根ざした開かれた学校づくりを推進するためには、今まで以上に学校に関す

る情報提供を積極的に行う必要があります。豊かな自然や人材など、地域素材を活用した授業

づくりを推進することで、ふるさとに対する愛着や誇りの持てる子どもたちを育てるとともに、

地域づくりの将来の担い手として育成することが求められています。

０歳から 歳までの子どもの成長と学びの連続性を考えて、学校間の連携を強化していく

ことを本市では大切にしています。

資料：全国・学力学習状況調査

■めざすまちの姿

・学校・家庭・地域がそれぞれの教育機能を発揮して連携・協力し、信頼関係を深めながら

「市民総がかりの教育」を推進することにより、社会に貢献するために生涯にわたって学

び続ける意欲を持った子どもたちが育っています。

・ 機器を効果的に活用しつつ、学校内外の様々な人々との協働学習や多様な体験を通じ

た課題探求型の学習を行うことで、ふるさとに愛着を持った子どもたちが育っています。
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国語、算数・数学の授業の内容が分かると答えた児童・生徒の割合（小 、中 ）
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③学校・家庭・地域が一体となった「市民総がかりの教育」の推進

・家庭向けパンフレットなどを活用し、学校と家庭が連携することで家庭における学習習慣

の定着に取り組みます。

・平成たんば塾など、地域と協力して行う教育活動を通じて、学校・家庭・地域が子どもの

成長に関わる当事者として課題を共有しながら、子どもの学びをともに支える「市民総が

かりの教育」を推進します。

④子どもの成長と学びの連続性を踏まえた教育の推進

・子どもの「学びの連続性」という視点から、保育所（園）・認定こども園・幼稚園、小学

校、中学校、高等学校の間で確かな接続を行います。

・特別な支援を必要とする子どもにとって、小学校から中学校への接続期は大きな環境の変

化となるため、それぞれの発達特性に配慮した支援を一貫して行う体制をつくります。

⑤豊かなこころと健やかな身体づくりの推進

・人間形成の基盤となる道徳性の育成を図り、豊かな人間性と社会性を育む教育を推進しま

す。

・児童生徒の心身の調和的発達を図るため、児童生徒の実態や課題を把握し、健康で安全な

生活を送るための基本的生活習慣の定着を、家庭と連携して推進します。

機器を活用した授業風景

【関連】 ④療育支援体制の充実

【関連】 ①子育て支援の充実

【関連】 1①健康づくりの支援

【関連部門別計画】 ○丹波市教育振興基本計画

■施策の展開

①「わかる・できる・のびる」授業の実現による「確かな学力」の確立

・「わかる・できる・のびる」授業の実現に向けて、体験活動や を効果的に活用した授

業の実施、少人数指導や学習タイムを推進します。

・全国学力・学習状況調査の結果を踏まえた積極的な授業改善に取り組むとともに、教職員

のライフステージに応じた研修を行い、総合的な人間力を備えたより質の高い教職員を育

成します。

②安心して学べる楽しい学校づくり

・すべての児童生徒が安心・安全に生活を送ることができる「居場所づくり」、児童生徒の

主体的な活動を大切にした「絆づくり」、一人一人を大切にする「信頼づくり」の取り組

みを推進します。

・定期的ないじめアンケートの実施や児童・生徒の発達段階に即した対応など教職員のいじ

め認知力を高め、いじめ防止に向けた教職員研修の充実を図ります。また、人権教育の充

実により、お互いを認め合う心を高め、共に生きる「共生社会」の構築を進めていきます。

・教育委員会と各学校に設置したいじめ対応チームの相互協力により、いじめを許さない学

校づくりを推進するとともに、警察や児童相談所などの関係機関との連携を一層綿密に行

います。

・スクールカウンセラーや教育相談員等と連携し、日常生活における変化に気を配り、悩み

を積極的に受け止める教育相談体制の充実に取り組みます。

いじめ・暴力ゼロサミット
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【関連部門別計画】 ○丹波市教育振興基本計画

■施策の展開

①「わかる・できる・のびる」授業の実現による「確かな学力」の確立

・「わかる・できる・のびる」授業の実現に向けて、体験活動や を効果的に活用した授

業の実施、少人数指導や学習タイムを推進します。

・全国学力・学習状況調査の結果を踏まえた積極的な授業改善に取り組むとともに、教職員

のライフステージに応じた研修を行い、総合的な人間力を備えたより質の高い教職員を育

成します。

②安心して学べる楽しい学校づくり

・すべての児童生徒が安心・安全に生活を送ることができる「居場所づくり」、児童生徒の

主体的な活動を大切にした「絆づくり」、一人一人を大切にする「信頼づくり」の取り組

みを推進します。

・定期的ないじめアンケートの実施や児童・生徒の発達段階に即した対応など教職員のいじ

め認知力を高め、いじめ防止に向けた教職員研修の充実を図ります。また、人権教育の充

実により、お互いを認め合う心を高め、共に生きる「共生社会」の構築を進めていきます。

・教育委員会と各学校に設置したいじめ対応チームの相互協力により、いじめを許さない学

校づくりを推進するとともに、警察や児童相談所などの関係機関との連携を一層綿密に行

います。

・スクールカウンセラーや教育相談員等と連携し、日常生活における変化に気を配り、悩み

を積極的に受け止める教育相談体制の充実に取り組みます。

いじめ・暴力ゼロサミット
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る
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人
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く
り
の
ま
ち

目
標
５



■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

地場農産物の学校給

食使用割合

現在の使用割合は、 ％弱であるが、

地元食材を学校給食に使用すること

が、地域の良さを知るきっかけにな

るため

％

住んでいる地域は、

子どもたちが安全・

安心な教育環境の中

で学習していると思

う市民の割合

安心して学習できる環境を形成する

ことが重要なため、アンケート調査

にて「そう思う」「まあそう思う」と

回答する市民の割合を指標として捉

える。

－ 増加

■役割分担
役割

市民・事業者

・地域での見守り活動などに積極的に参加・協力し、通学の安全確保に努める。

・学校給食における地場農産物の使用割合を高めるため生産者が協力し、安

全・安心な食材を提供する。

地域 ・子どもたちの命を守るための防災訓練を地域特性に応じて実施する。

行政

・施設の長寿命化、バリアフリー化等を進めるとともに、通学路の安全対策を

計画的に実行する。

・学校給食における地場農産物の使用割合を高める。

・教育の機会均等を図るため、経済的に就学が困難な児童・生徒に対する就学

支援制度について、申請がしやすいよう周知の方法を工夫する。

■施策の展開

①安全・安心な学校の施設整備

・第３次学校施設整備計画に基づき、老朽化対策、非構造部材の耐震化、バリアフリー化、

防災機能の充実を進めます。

・特別教室のエアコン設置や自然環境に配慮した教育環境を整備します。

・通学路の安全対策については、保護者や地域の協力を得て見守り活動を強化するほか、歩

道の整備、横断歩道の設置など関係機関と連携して効果的な対策を実施し、児童・生徒の

通学時の安全を確保します。

②学校の適正規模・適正配置

・丹波市適正規模・適正配置基本方針に沿って順次協議を進めます。方向性が決定した地域

では統合に向けた具体的な議論が進んでいることから、その取り組みと平行して、特色あ

る学校づくり、新しい学校を核とした特色ある地域活動のあり方なども地域と協議します。

③安全・安心な学校給食の提供

・丹波市学校給食運営基本計画に定めたロードマップに沿って、調理業務の民間委託、施設

の統廃合を進めます。

・地場農産物の利用拡大に向けては、生産・流通システムについて、新たな仕組みづくりを

生産者組織等と調整します。

④地域コミュニティとの連携強化

・地域や と連携しながら、安全・安心な学校づくりに努めます。

【関連 ②子どもを見守り育てる体制の構築

【関連部門別計画】 ○丹波市立学校適正規模・適正配置基本計画 ○丹波市学校施設整備計画
○丹波市学校給食運営基本計画 ○丹波市通学路安全対策プログラム

まちづくりの目標５ ふるさとに愛着と誇りをもった人づくりのまち

施策目標５ ２
【教育環境】

子どもたちが安心して通い、楽しく学べる教育環境をつくろう

■現状と課題

学校施設の耐震化は平成 年に ％達成していますが、多くの学校施設は昭和 年

代後半から 年代にかけての児童・生徒の急増期に一斉に整備しており、 年後には築

年以上経過する建築物は全体の ％となることから、老朽化した施設の再生を計画的に進め

ていく必要があります。なお、その際、児童・生徒数の動向を見極めるとともに、地域と協議

し適正規模・適正配置に十分配慮していくことが求められます。

夏場の教室の室温が高温化していることから、児童・生徒の健康にも配慮した空調化を進め

る必要があります。また、グリーンカーテンの設置による教室の高温化対策、地元産木材の活

用、環境に優しい照明器具の設置など、環境に配慮した対応も必要です。

東日本大震災後の電力需要逼迫を受けて、「ぼくのわたしの節電・省エネ大作戦」を実施し、

その結果、電力使用量の削減はもとより、一人一人の児童・生徒が節電を通して環境に対する

意識付けを広げることができました。

児童・生徒の通学路安全対策については、以前から地域の見守り活動等を通じて地域と連携

して進めていましたが、通学路緊急合同点検を契機に危険箇所の把握が進んだことにより、効

果的な見守り活動が行われるようになりました。

学校給食においては、学校給食運営基本計画に沿って調理業務の民間委託や施設の統廃合を

進める必要があります。また、地場農産物の利用を拡大するため、生産・流通システムについ

て、生産者組織と協議していくことも必要です。

生活困窮者に対する支援としては、要保護・準要保護の申請をしやすくする工夫を行うとと

もに、特別な支援を要する児童・生徒については、就学しやすくなるよう施設のバリアフリー

化の必要があります。

（注）米、果物等を除く

資料：市資料

■めざすまちの姿

・家庭環境や障がいのあるなしにかかわらず、安全で安心な教育環境が整い、子どもたちが

いきいきと学び続けています。

・地域の安全な食材を使用した安全でおいしい給食が安定的に供給されています。

（％）

（年度）

地場農産物の学校給食使用割合



■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

地場農産物の学校給

食使用割合

現在の使用割合は、 ％弱であるが、

地元食材を学校給食に使用すること

が、地域の良さを知るきっかけにな

るため

％

住んでいる地域は、

子どもたちが安全・

安心な教育環境の中

で学習していると思

う市民の割合

安心して学習できる環境を形成する

ことが重要なため、アンケート調査

にて「そう思う」「まあそう思う」と

回答する市民の割合を指標として捉

える。

－ 増加

■役割分担
役割

市民・事業者

・地域での見守り活動などに積極的に参加・協力し、通学の安全確保に努める。

・学校給食における地場農産物の使用割合を高めるため生産者が協力し、安

全・安心な食材を提供する。

地域 ・子どもたちの命を守るための防災訓練を地域特性に応じて実施する。

行政

・施設の長寿命化、バリアフリー化等を進めるとともに、通学路の安全対策を

計画的に実行する。

・学校給食における地場農産物の使用割合を高める。

・教育の機会均等を図るため、経済的に就学が困難な児童・生徒に対する就学

支援制度について、申請がしやすいよう周知の方法を工夫する。

■施策の展開

①安全・安心な学校の施設整備

・第３次学校施設整備計画に基づき、老朽化対策、非構造部材の耐震化、バリアフリー化、

防災機能の充実を進めます。

・特別教室のエアコン設置や自然環境に配慮した教育環境を整備します。

・通学路の安全対策については、保護者や地域の協力を得て見守り活動を強化するほか、歩

道の整備、横断歩道の設置など関係機関と連携して効果的な対策を実施し、児童・生徒の

通学時の安全を確保します。

②学校の適正規模・適正配置

・丹波市適正規模・適正配置基本方針に沿って順次協議を進めます。方向性が決定した地域

では統合に向けた具体的な議論が進んでいることから、その取り組みと平行して、特色あ

る学校づくり、新しい学校を核とした特色ある地域活動のあり方なども地域と協議します。

③安全・安心な学校給食の提供

・丹波市学校給食運営基本計画に定めたロードマップに沿って、調理業務の民間委託、施設

の統廃合を進めます。

・地場農産物の利用拡大に向けては、生産・流通システムについて、新たな仕組みづくりを

生産者組織等と調整します。

④地域コミュニティとの連携強化

・地域や と連携しながら、安全・安心な学校づくりに努めます。

【関連 ②子どもを見守り育てる体制の構築

【関連部門別計画】 ○丹波市立学校適正規模・適正配置基本計画 ○丹波市学校施設整備計画
○丹波市学校給食運営基本計画 ○丹波市通学路安全対策プログラム

まちづくりの目標５ ふるさとに愛着と誇りをもった人づくりのまち

施策目標５ ２
【教育環境】

子どもたちが安心して通い、楽しく学べる教育環境をつくろう

■現状と課題

学校施設の耐震化は平成 年に ％達成していますが、多くの学校施設は昭和 年

代後半から 年代にかけての児童・生徒の急増期に一斉に整備しており、 年後には築

年以上経過する建築物は全体の ％となることから、老朽化した施設の再生を計画的に進め

ていく必要があります。なお、その際、児童・生徒数の動向を見極めるとともに、地域と協議

し適正規模・適正配置に十分配慮していくことが求められます。

夏場の教室の室温が高温化していることから、児童・生徒の健康にも配慮した空調化を進め

る必要があります。また、グリーンカーテンの設置による教室の高温化対策、地元産木材の活

用、環境に優しい照明器具の設置など、環境に配慮した対応も必要です。

東日本大震災後の電力需要逼迫を受けて、「ぼくのわたしの節電・省エネ大作戦」を実施し、

その結果、電力使用量の削減はもとより、一人一人の児童・生徒が節電を通して環境に対する

意識付けを広げることができました。

児童・生徒の通学路安全対策については、以前から地域の見守り活動等を通じて地域と連携

して進めていましたが、通学路緊急合同点検を契機に危険箇所の把握が進んだことにより、効

果的な見守り活動が行われるようになりました。

学校給食においては、学校給食運営基本計画に沿って調理業務の民間委託や施設の統廃合を

進める必要があります。また、地場農産物の利用を拡大するため、生産・流通システムについ

て、生産者組織と協議していくことも必要です。

生活困窮者に対する支援としては、要保護・準要保護の申請をしやすくする工夫を行うとと

もに、特別な支援を要する児童・生徒については、就学しやすくなるよう施設のバリアフリー

化の必要があります。

（注）米、果物等を除く

資料：市資料

■めざすまちの姿

・家庭環境や障がいのあるなしにかかわらず、安全で安心な教育環境が整い、子どもたちが

いきいきと学び続けています。

・地域の安全な食材を使用した安全でおいしい給食が安定的に供給されています。

（％）

（年度）

地場農産物の学校給食使用割合
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■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

教育委員会が主催す

る講演会やイベント

に参加した市民の割

合

より多くの市民に参加してもらうこ

とが市民との協働につながるため。
－ 増加

教育委員会からの情

報発信（ホームペー

ジや広報など）が充

実していると思う市

民の割合

積極的に情報発信を行うことが地域

に開かれた教育委員会の形成につな

がるため、アンケート調査にて「そう

思う」「まあそう思う」と回答する市

民の割合を指標として捉える。

－ 増加

■役割分担
役割

市民・事業者
・市民は、タウンミーティングや「これからの教育を考える会」などの会議を

通じて、教育行政に参画する。

地域

・平成たんば塾など、地域の子どもたちは地域で守り育てる「市民総がかりの

教育」を根づかせる。

・オープンスクールなど学校行事等に積極的に参加する。

行政

・開かれた教育委員会をめざし、市民の知りたい情報を適時発信する。

・市民への説明責任を明確にするため、自己点検・評価を分かりやすく公表し、

その結果を教育行政に活かしていく。

・タウンミーティングを行うなど多様な関係機関と連携を深め、地域に開かれ

た教育委員会を推進することで、市民の声を教育行政に反映させる。

■施策の展開

①教育委員会機能の充実

・教育委員会が合議機関として、活発な議論を行い教育行政の責任を負うとともに、明確な

方針を示す機関となるよう教育委員協議会や移動教育委員会を開催します。

・教育委員と市長部局、議会などとの意見交換会を開催するとともに、学校教育施設等の訪

問を行い、現場の声が施策に活かせる取り組みを推進します。

②教育委員会の情報発信

・ホームページでタイムリーな情報発信を行うとともに、広報を充実させます。

・タウンミーティングの開催などにより、市民の声を反映できる仕組みづくりを研究します。

・会議の内容や学校の状況などについて、積極的に情報を公開します。

③次代を担う子どもたちを育てる教育の推進

・次代を担う子どもたちの生きる力を養うこと、及びそれを支える人づくりを根幹とした

「たんばの教育元気プラン～丹波市教育振興基本計画【後期】～」を策定し、総合的な教

育事業を展開します。

④自己点検・評価結果の施策への反映

・効果的な教育行政を推進し市民への説明責任を果たすため、点検評価の市民への公表を工

夫するとともに、評価結果が次の計画に活かされるマネジメントサイクルを構築します。

【関連部門別計画】 ○丹波市教育振興基本計画

まちづくりの目標５ ふるさとに愛着と誇りをもった人づくりのまち

施策目標５ ３

【教育委員会機能】

地域に開かれ、市民と連携協働で、丹波市の特色ある教育推進に取り

組もう

■現状と課題

教育委員が現場実態を把握するため、研究指定校への訪問やオープンスクールへ積極的に参

加したり、移動教育委員会を隔月に実施するなど、より現場に密着するように努めています。

また、市民に対してわかりやすい情報発信を行うため、ホームページのリニューアルや防災

無線での教育委員会開催日程の周知に努めていますが、傍聴者の増加にはつながっていないの

が現状です。

このようなことを踏まえ、教育委員協議会を開催することで、委員の自由な意見交換の場を

設け、施策への提言がしやすい取り組みを進めています。

さらに、自己点検・自己評価の結果を公表することで、評価が次の施策に活かせるよう積極

的に取り組んでいますが、評価に対する市民の声が反映されているとはいえません。そのため、

公表方法の工夫など市民の声が届きやすい情報公開の促進が課題となっています。

資料：市資料

■めざすまちの姿

・市民が教育行政に関心を持ち、積極的に参画しており、市民協働型の教育委員会として、

本市の自然・文化に学び、「生きる力」と「豊かなこころ」を育む教育環境が整備されてい

ます。

・教育委員が主体性を発揮し、学校等教育施設を訪問することで、現場や市民の声が反映さ

れたより良い教育環境が実現しています。

（件）

（年度）

教育委員会のホームページのアクセス数



■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

教育委員会が主催す

る講演会やイベント

に参加した市民の割

合

より多くの市民に参加してもらうこ

とが市民との協働につながるため。
－ 増加

教育委員会からの情

報発信（ホームペー

ジや広報など）が充

実していると思う市

民の割合

積極的に情報発信を行うことが地域

に開かれた教育委員会の形成につな

がるため、アンケート調査にて「そう

思う」「まあそう思う」と回答する市

民の割合を指標として捉える。

－ 増加

■役割分担
役割

市民・事業者
・市民は、タウンミーティングや「これからの教育を考える会」などの会議を

通じて、教育行政に参画する。

地域

・平成たんば塾など、地域の子どもたちは地域で守り育てる「市民総がかりの

教育」を根づかせる。

・オープンスクールなど学校行事等に積極的に参加する。

行政

・開かれた教育委員会をめざし、市民の知りたい情報を適時発信する。

・市民への説明責任を明確にするため、自己点検・評価を分かりやすく公表し、

その結果を教育行政に活かしていく。

・タウンミーティングを行うなど多様な関係機関と連携を深め、地域に開かれ

た教育委員会を推進することで、市民の声を教育行政に反映させる。

■施策の展開

①教育委員会機能の充実

・教育委員会が合議機関として、活発な議論を行い教育行政の責任を負うとともに、明確な

方針を示す機関となるよう教育委員協議会や移動教育委員会を開催します。

・教育委員と市長部局、議会などとの意見交換会を開催するとともに、学校教育施設等の訪

問を行い、現場の声が施策に活かせる取り組みを推進します。

②教育委員会の情報発信

・ホームページでタイムリーな情報発信を行うとともに、広報を充実させます。

・タウンミーティングの開催などにより、市民の声を反映できる仕組みづくりを研究します。

・会議の内容や学校の状況などについて、積極的に情報を公開します。

③次代を担う子どもたちを育てる教育の推進

・次代を担う子どもたちの生きる力を養うこと、及びそれを支える人づくりを根幹とした

「たんばの教育元気プラン～丹波市教育振興基本計画【後期】～」を策定し、総合的な教

育事業を展開します。

④自己点検・評価結果の施策への反映

・効果的な教育行政を推進し市民への説明責任を果たすため、点検評価の市民への公表を工

夫するとともに、評価結果が次の計画に活かされるマネジメントサイクルを構築します。

【関連部門別計画】 ○丹波市教育振興基本計画

まちづくりの目標５ ふるさとに愛着と誇りをもった人づくりのまち

施策目標５ ３

【教育委員会機能】

地域に開かれ、市民と連携協働で、丹波市の特色ある教育推進に取り

組もう

■現状と課題

教育委員が現場実態を把握するため、研究指定校への訪問やオープンスクールへ積極的に参

加したり、移動教育委員会を隔月に実施するなど、より現場に密着するように努めています。

また、市民に対してわかりやすい情報発信を行うため、ホームページのリニューアルや防災

無線での教育委員会開催日程の周知に努めていますが、傍聴者の増加にはつながっていないの

が現状です。

このようなことを踏まえ、教育委員協議会を開催することで、委員の自由な意見交換の場を

設け、施策への提言がしやすい取り組みを進めています。

さらに、自己点検・自己評価の結果を公表することで、評価が次の施策に活かせるよう積極

的に取り組んでいますが、評価に対する市民の声が反映されているとはいえません。そのため、

公表方法の工夫など市民の声が届きやすい情報公開の促進が課題となっています。

資料：市資料

■めざすまちの姿

・市民が教育行政に関心を持ち、積極的に参画しており、市民協働型の教育委員会として、

本市の自然・文化に学び、「生きる力」と「豊かなこころ」を育む教育環境が整備されてい

ます。

・教育委員が主体性を発揮し、学校等教育施設を訪問することで、現場や市民の声が反映さ

れたより良い教育環境が実現しています。

（件）

（年度）

教育委員会のホームページのアクセス数
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■役割分担
役割

市民・事業者

・認定こども園への移行を含めた幅広い視野から幼児教育・保育の望ましいあ

り方を考え、質の高い教育・保育の実現に向け積極的に支援する。

・運営法人は地域と行政との一体的な取り組みにより、幼小連携も視野に入れ

た質の高い教育・保育を提供して、子どもたちを健全に育成する。

地域

・幼児教育・保育を提供する運営法人と積極的に連携し、その運営を支援し、

「市民総がかりの教育・保育」の実現に貢献する。

・地域がこれまで育んできた教育力や知恵について、就学前の子どもたちや指

導者に継承する。

行政

・地域が運営する社会福祉法人の設立や、安定的な教育・保育サービスと法人

運営を確立するため、的確な事務執行の指導や支援を実施する。

・指導力のある教諭・保育士の育成に向けた研修を充実する。

■施策の展開

①幼児教育・保育の充実

・認定こども園を通して、各地域で培われてきた保育の歴史や特色を活かしながら、０歳か

ら５歳までの学びの連続性に配慮した質の高い教育・保育を実施します。

・認定こども園による教育・保育サービスを充実するとともに、高い専門性と強い意志を

持った指導力のある教諭・保育士を育成するために、各種研修の充実や園内研修の支援を

行います。

②特別保育の充実

・多様化する子育てニーズに対応するため、延長保育、一時保育、病児病後児保育、特別支

援保育※などを充実させ、仕事と子育ての両立を支援します。

・子どもを産み育てやすい社会を実現するため、子育て支援の質の向上をめざします。

③子育て拠点の充実

・市内認定こども園が子育て拠点としての役割を担い、すべての子育て家庭を対象に子育て

の不安に対応した相談や支援を行います。

・子育ては家庭が主体的に行うものであるという認識のもと、 や市民ボランティア団

体、地域の自主的な子育てグループ等の活動を支援するとともに、利用者の視点に立った

柔軟かつ総合的な施策を展開します。

・親育ての視点から、子育て学習センターと連携し、家庭教育への支援も拡充します。

【関連】 ①子育て支援の充実 ③児童虐待を防止する体制の構築

【関連】 ④療育支援体制の充実 ①子育て支援の充実
③児童虐待を防止する体制の構築

【関連】 ①子育て支援の充実

【関連部門別計画】 ○丹波市こども園に関する基本方針 ○丹波市子ども・子育て支援事業計画

まちづくりの目標５ ふるさとに愛着と誇りをもった人づくりのまち

施策目標５ ４

【幼児教育・保育】

地域ぐるみで質の高い教育・保育を提供し、安心できる子育て環境をつ

くろう

■現状と課題

少子化の進行に歯止めがかからず、従前から懸念されていた集団教育機能の喪失がまさに眼

前に迫っており、これまで保育所（園）や幼稚園が培ってきた経験や知恵が活かしきれない状

況が生まれつつあります。

一方で、保護者の求めるニーズが多様化することで対応が困難なケースが発生し、認定こど

も園への円滑な移行や、専門性を持った人員の配置や財政との兼ね合いが課題となっており、

保育現場からの支援を求める声が増加傾向にあります。

そのため、地域・運営法人・行政が一体となり就学前の子どもやその保護者が安心して子育

てができる環境づくりを行うことや、 歳から 歳までの学びの連続性に配慮した質の高い

教育・保育を提供できる指導力のある教諭・保育士を育成することが課題となっています。

（注）将来的に 園のこども園の設置をめざします。

資料：市資料

■めざすまちの姿

・就学前の子どもたちが認定こども園において、質の高い教育・保育を受け、また、子育て

家庭への相談支援体制が整うことで、安心して子育てができるまちになっています。

・運営法人の熱意及び地域住民の支援により保護者の様々なニーズに応えています。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

保護者等による外部

評価を実施している

認定こども園

質の高い教育・保育の提供や保護者

の様々なニーズに対応する保育サー

ビスを実現するため。

園 園

就学前の子育て家庭

が安心できる相談支

援体制が整っている

と思う市民の割合

安心できる相談支援体制を整えるこ

とが重要なため、アンケート調査に

て「そう思う」「まあそう思う」と回

答する市民の割合を指標として捉え

る。

－ 増加

資料：市資料

（園）

（年度）

認定子ども園の箇所数（累計）



■役割分担
役割

市民・事業者

・認定こども園への移行を含めた幅広い視野から幼児教育・保育の望ましいあ

り方を考え、質の高い教育・保育の実現に向け積極的に支援する。

・運営法人は地域と行政との一体的な取り組みにより、幼小連携も視野に入れ

た質の高い教育・保育を提供して、子どもたちを健全に育成する。

地域

・幼児教育・保育を提供する運営法人と積極的に連携し、その運営を支援し、

「市民総がかりの教育・保育」の実現に貢献する。

・地域がこれまで育んできた教育力や知恵について、就学前の子どもたちや指

導者に継承する。

行政

・地域が運営する社会福祉法人の設立や、安定的な教育・保育サービスと法人

運営を確立するため、的確な事務執行の指導や支援を実施する。

・指導力のある教諭・保育士の育成に向けた研修を充実する。

■施策の展開

①幼児教育・保育の充実

・認定こども園を通して、各地域で培われてきた保育の歴史や特色を活かしながら、０歳か

ら５歳までの学びの連続性に配慮した質の高い教育・保育を実施します。

・認定こども園による教育・保育サービスを充実するとともに、高い専門性と強い意志を

持った指導力のある教諭・保育士を育成するために、各種研修の充実や園内研修の支援を

行います。

②特別保育の充実

・多様化する子育てニーズに対応するため、延長保育、一時保育、病児病後児保育、特別支

援保育※などを充実させ、仕事と子育ての両立を支援します。

・子どもを産み育てやすい社会を実現するため、子育て支援の質の向上をめざします。

③子育て拠点の充実

・市内認定こども園が子育て拠点としての役割を担い、すべての子育て家庭を対象に子育て

の不安に対応した相談や支援を行います。

・子育ては家庭が主体的に行うものであるという認識のもと、 や市民ボランティア団

体、地域の自主的な子育てグループ等の活動を支援するとともに、利用者の視点に立った

柔軟かつ総合的な施策を展開します。

・親育ての視点から、子育て学習センターと連携し、家庭教育への支援も拡充します。

【関連】 ①子育て支援の充実 ③児童虐待を防止する体制の構築

【関連】 ④療育支援体制の充実 ①子育て支援の充実
③児童虐待を防止する体制の構築

【関連】 ①子育て支援の充実

【関連部門別計画】 ○丹波市こども園に関する基本方針 ○丹波市子ども・子育て支援事業計画

まちづくりの目標５ ふるさとに愛着と誇りをもった人づくりのまち

施策目標５ ４

【幼児教育・保育】

地域ぐるみで質の高い教育・保育を提供し、安心できる子育て環境をつ

くろう

■現状と課題

少子化の進行に歯止めがかからず、従前から懸念されていた集団教育機能の喪失がまさに眼

前に迫っており、これまで保育所（園）や幼稚園が培ってきた経験や知恵が活かしきれない状

況が生まれつつあります。

一方で、保護者の求めるニーズが多様化することで対応が困難なケースが発生し、認定こど

も園への円滑な移行や、専門性を持った人員の配置や財政との兼ね合いが課題となっており、

保育現場からの支援を求める声が増加傾向にあります。

そのため、地域・運営法人・行政が一体となり就学前の子どもやその保護者が安心して子育

てができる環境づくりを行うことや、 歳から 歳までの学びの連続性に配慮した質の高い

教育・保育を提供できる指導力のある教諭・保育士を育成することが課題となっています。

（注）将来的に 園のこども園の設置をめざします。

資料：市資料

■めざすまちの姿

・就学前の子どもたちが認定こども園において、質の高い教育・保育を受け、また、子育て

家庭への相談支援体制が整うことで、安心して子育てができるまちになっています。

・運営法人の熱意及び地域住民の支援により保護者の様々なニーズに応えています。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

保護者等による外部

評価を実施している

認定こども園

質の高い教育・保育の提供や保護者

の様々なニーズに対応する保育サー

ビスを実現するため。

園 園

就学前の子育て家庭

が安心できる相談支

援体制が整っている

と思う市民の割合

安心できる相談支援体制を整えるこ

とが重要なため、アンケート調査に

て「そう思う」「まあそう思う」と回

答する市民の割合を指標として捉え

る。

－ 増加

資料：市資料

（園）

（年度）

認定子ども園の箇所数（累計）
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■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）
日ごろから、生涯学
習やスポーツ活動に
取り組んでいる市民
の割合

より多くの人に生涯学習やスポーツ
活動に取り組んでもらうことが重要
であるため。

－ 増加

一年以内に図書館に
行ったことがあると
答えた市民の割合

本を借りるだけでなく、実際に図書
館に行き、利用してもらうことが、有
効活用につながるため。

－ 増加

■役割分担
役割

市民・事業者

・市民は、生涯学習や生涯スポーツに関心を持ち、学びや交流の場を創出する

取り組みに積極的に参画する。

・図書館、生涯学習施設などでの様々な学びで得た個人の知識や技術を地域や

市民活動に活かしていく。

・事業者は、行政・地域などが行う生涯学習、生涯スポーツ等の活動に従業員

とともに積極的に参加する。

地域

・生涯学習事業（スポーツ他）に、地域における取り組みやボランティアによ

る協力体制を拡充させるとともに、個人の持つ知識や技術を活かせる場づく

りに努める。

・家庭での読書の確保や子ども司書講座受講者が活躍できる場の確保につい

て検討し、地域で「子ども読書活動」を行う機会や場所を提供する。

行政

・生涯学習を実施する場の環境整備、内容・施設の充実により、知識循環型生

涯学習社会の実現を推進する。

・細やかな家庭教育支援のあり方を検討し、健全な青少年育成を行うととも

に、地域の課題解決に自主的に取り組むことができる事業を支援する。

・市民に図書館の魅力やサービスの内容を積極的に知らせ、ハイブリッド図書

館※の整備等、市民や地域の身近な課題の解決に役立つような支援機能を充

実する。

ちーたん駅伝大会

まちづくりの目標５ ふるさとに愛着と誇りをもった人づくりのまち

施策目標５ ５ 【生涯学習】一人一人が生涯を通じて学び、鍛え、地域に貢献しよう

■現状と課題

市民の生涯学習における学習方法は、従来は行政が開設する講座が主流となっていましたが、

現在は各種団体・サークル・企業等が開設する講座・教室、インターネット・テレビ・ラジオ

等での個人的な学びなど、幅広い学習機会により多様化しています。この多様化に対応し、更

に個人の学びを地域に活かしていく仕掛けづくりが大きな課題となっています。

生涯学習活動を通して習得した知識や技術等を社会に還元し活かしていくという「知識循環

型生涯学習」をめざす中では、地域づくりと一体的に施策を展開し、市民自らが地域の課題に

自主的に取り組めるような人材育成やネットワークづくりを支援する必要があります。一方、

スポーツでは、誰もが気軽に取り組め、楽しみながら健康増進することができる生涯スポーツ

社会を実現する必要があります。

次に、家庭教育を支援する子育て学習センターの利用は増加傾向で、在宅乳幼児を持つ親の

利用は約 ％となっており、さらなる子育て支援の充実が重要となっています。

また、図書館の魅力が市民に十分に伝わっていないと考えられるため、積極的な広報活動を

展開するとともに、地域の課題解決に図書館が役立つようにする必要があります。

Ｑ．あなたはどのように生涯学習を行っていますか？ 平成 年度 平成 年度 比較増減

市や県などの公の機関における講座や教室など ％ ％ △ ％

テレビやラジオなど ％ ％ △ ％

ＮＰＯ、自主活動サークル、社会教育関係団体など ％ ％ ％

資料：丹波市生涯学習市民意識調査（平成 年実施）、丹波市生涯学習に関するアンケート調査（平成 年実施）

資料：丹波市立図書館統計年報

■めざすまちの姿

・市民の自己実現と市民同士のつながり、地域コミュニティを大切にした生涯学習社会の構

築に向けて、市民が主体的に学んでいます。

・市民が得た知識や技術などを地域社会に還元して、地域づくりや交流づくり、人づくりに

役立て、生きがいをもって心豊かに暮らせるうるおいと活力あるまちになっています。

（冊）

（年度）

図書貸出冊数



■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）
日ごろから、生涯学
習やスポーツ活動に
取り組んでいる市民
の割合

より多くの人に生涯学習やスポーツ
活動に取り組んでもらうことが重要
であるため。

－ 増加

一年以内に図書館に
行ったことがあると
答えた市民の割合

本を借りるだけでなく、実際に図書
館に行き、利用してもらうことが、有
効活用につながるため。

－ 増加

■役割分担
役割

市民・事業者

・市民は、生涯学習や生涯スポーツに関心を持ち、学びや交流の場を創出する

取り組みに積極的に参画する。

・図書館、生涯学習施設などでの様々な学びで得た個人の知識や技術を地域や

市民活動に活かしていく。

・事業者は、行政・地域などが行う生涯学習、生涯スポーツ等の活動に従業員

とともに積極的に参加する。

地域

・生涯学習事業（スポーツ他）に、地域における取り組みやボランティアによ

る協力体制を拡充させるとともに、個人の持つ知識や技術を活かせる場づく

りに努める。

・家庭での読書の確保や子ども司書講座受講者が活躍できる場の確保につい

て検討し、地域で「子ども読書活動」を行う機会や場所を提供する。

行政

・生涯学習を実施する場の環境整備、内容・施設の充実により、知識循環型生

涯学習社会の実現を推進する。

・細やかな家庭教育支援のあり方を検討し、健全な青少年育成を行うととも

に、地域の課題解決に自主的に取り組むことができる事業を支援する。

・市民に図書館の魅力やサービスの内容を積極的に知らせ、ハイブリッド図書

館※の整備等、市民や地域の身近な課題の解決に役立つような支援機能を充

実する。

ちーたん駅伝大会

まちづくりの目標５ ふるさとに愛着と誇りをもった人づくりのまち

施策目標５ ５ 【生涯学習】一人一人が生涯を通じて学び、鍛え、地域に貢献しよう

■現状と課題

市民の生涯学習における学習方法は、従来は行政が開設する講座が主流となっていましたが、

現在は各種団体・サークル・企業等が開設する講座・教室、インターネット・テレビ・ラジオ

等での個人的な学びなど、幅広い学習機会により多様化しています。この多様化に対応し、更

に個人の学びを地域に活かしていく仕掛けづくりが大きな課題となっています。

生涯学習活動を通して習得した知識や技術等を社会に還元し活かしていくという「知識循環

型生涯学習」をめざす中では、地域づくりと一体的に施策を展開し、市民自らが地域の課題に

自主的に取り組めるような人材育成やネットワークづくりを支援する必要があります。一方、

スポーツでは、誰もが気軽に取り組め、楽しみながら健康増進することができる生涯スポーツ

社会を実現する必要があります。

次に、家庭教育を支援する子育て学習センターの利用は増加傾向で、在宅乳幼児を持つ親の

利用は約 ％となっており、さらなる子育て支援の充実が重要となっています。

また、図書館の魅力が市民に十分に伝わっていないと考えられるため、積極的な広報活動を

展開するとともに、地域の課題解決に図書館が役立つようにする必要があります。

Ｑ．あなたはどのように生涯学習を行っていますか？ 平成 年度 平成 年度 比較増減

市や県などの公の機関における講座や教室など ％ ％ △ ％

テレビやラジオなど ％ ％ △ ％

ＮＰＯ、自主活動サークル、社会教育関係団体など ％ ％ ％

資料：丹波市生涯学習市民意識調査（平成 年実施）、丹波市生涯学習に関するアンケート調査（平成 年実施）

資料：丹波市立図書館統計年報

■めざすまちの姿

・市民の自己実現と市民同士のつながり、地域コミュニティを大切にした生涯学習社会の構

築に向けて、市民が主体的に学んでいます。

・市民が得た知識や技術などを地域社会に還元して、地域づくりや交流づくり、人づくりに

役立て、生きがいをもって心豊かに暮らせるうるおいと活力あるまちになっています。

（冊）

（年度）

図書貸出冊数
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④スポーツの振興

・スポーツ推進計画を策定し、個々のライフスタイルに合ったスポーツを推進することで、

スポーツ実施率の向上に努めます。

⑤図書館の課題解決支援機能等の充実

・住民生活、仕事、農業など各分野における、個人や地域の課題解決を支援する相談や情報

提供を行う機能を充実します。

・家庭読書の日を広くＰＲし、中高生を含め家庭内における読書の推進を支援します。

・紙媒体と電子情報を組み合わせたハイブリッド図書館を整備します。

⑥市民協働による図書館運営の推進

・図書館サポーター、読書ボランティアとの協働運営を推進し、図書館サービスを向上させ

るとともに、市民参画による事業運営の機会の創出に努めます。

ブックスタート事業

【関連部門別計画】 ○丹波市スポーツ推進計画（Ｈ 策定中） ○丹波市生涯学習基本計画
○丹波市こども読書活動推進計画 ○丹波市生涯学習施設整備方針（適正配置計画）

■施策の展開

①生涯学習の支援

・生涯学習基本計画を策定（平成 年度）し、個人や地域の生涯学習を基礎として、地域

課題の解決に向けた自主的なまちづくりに取り組む知識循環型の社会を形成します。

・魅力ある生涯学習の実現をめざして、市民団体との連携と協働による講座のプログラムづ

くりや運営を進めます。

②青少年の育成

・家庭教育の自主性を尊重しつつ、地域の「人」「自然」「もの」「知恵」を活かし、親と子、

親と親が学び合い、分かち合い、つながり合う家庭教育支援に取り組み、地域・家庭の教

育力の向上を促進します。

・青少年が、いきいきと生きる意欲を持ち、豊かな人間性や規範意識・社会性等を身につけ

るため、多様な活動に積極的に取り組むことができる環境を整備します。

③生涯学習施設の管理

・生涯学習施設整備方針により、具体的な実施計画の策定に努めるとともに、施設運営面で

のサービス向上や管理運営経費等の削減に向けて、指定管理者制度の導入に努めます。

シニアカレッジ



④スポーツの振興

・スポーツ推進計画を策定し、個々のライフスタイルに合ったスポーツを推進することで、

スポーツ実施率の向上に努めます。

⑤図書館の課題解決支援機能等の充実

・住民生活、仕事、農業など各分野における、個人や地域の課題解決を支援する相談や情報

提供を行う機能を充実します。

・家庭読書の日を広くＰＲし、中高生を含め家庭内における読書の推進を支援します。

・紙媒体と電子情報を組み合わせたハイブリッド図書館を整備します。

⑥市民協働による図書館運営の推進

・図書館サポーター、読書ボランティアとの協働運営を推進し、図書館サービスを向上させ

るとともに、市民参画による事業運営の機会の創出に努めます。

ブックスタート事業

【関連部門別計画】 ○丹波市スポーツ推進計画（Ｈ 策定中） ○丹波市生涯学習基本計画
○丹波市こども読書活動推進計画 ○丹波市生涯学習施設整備方針（適正配置計画）

■施策の展開

①生涯学習の支援

・生涯学習基本計画を策定（平成 年度）し、個人や地域の生涯学習を基礎として、地域

課題の解決に向けた自主的なまちづくりに取り組む知識循環型の社会を形成します。

・魅力ある生涯学習の実現をめざして、市民団体との連携と協働による講座のプログラムづ

くりや運営を進めます。

②青少年の育成

・家庭教育の自主性を尊重しつつ、地域の「人」「自然」「もの」「知恵」を活かし、親と子、

親と親が学び合い、分かち合い、つながり合う家庭教育支援に取り組み、地域・家庭の教

育力の向上を促進します。

・青少年が、いきいきと生きる意欲を持ち、豊かな人間性や規範意識・社会性等を身につけ

るため、多様な活動に積極的に取り組むことができる環境を整備します。

③生涯学習施設の管理

・生涯学習施設整備方針により、具体的な実施計画の策定に努めるとともに、施設運営面で

のサービス向上や管理運営経費等の削減に向けて、指定管理者制度の導入に努めます。

シニアカレッジ
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■役割分担
役割

市民・事業者

・人権問題に関心を持ち、職場や地域で実施する研修への積極的な参加や本を

読むことなどで知識を吸収する。

・事業者は、社員研修の一つとして人権研修を行うとともに、行政・地域が開

催する研修にも従業員とともに積極的に参加する。

地域

・日頃から地域住民相互のふれあいを基盤とした、地域コミュニティの強化に

努める。

・地域の抱える課題を踏まえ、人権に関する学習会を積極的に開催する。

行政

・市民が人権問題に触れる機会を増やすため、多様な手法で意識啓発を行う。

・効果的な住民人権学習会とするため、企画や運営方法等のノウハウを地域に

伝える研修会を開催する。

■施策の展開

①人権教育の推進

・家庭や学校、地域、職場、団体など、あらゆる場と機会を通して市民の人権尊重の意識が

高まるよう、住民人権学習の推進をはじめとした各種教育事業に取り組みます。

②人権啓発の推進

・「人権文化をすすめる市民運動」として、日常生活の中で自然に人権尊重の行動をとれる

ことが定着している状態をめざし、市民と協働しながら多様な機会と方法で各種の啓発活

動に取り組みます。

・人権擁護、人権啓発の取り組みを関係機関や団体と連携し、役割分担をしながら、相互の

活動を充実することで意識啓発や人権相談の効果が高まるよう努めます。

・社会の状況や市民意識の変化に応じ、人権擁護、人権啓発の取り組みを効果的に展開でき

るよう、必要に応じて人権施策基本方針の見直しを行います。

人権フェスティバル

【関連部門別計画】 ○丹波市人権施策基本方針

まちづくりの目標５ ふるさとに愛着と誇りをもった人づくりのまち

施策目標５ ６
【人権教育･人権啓発】

ふれあいを通じてお互いを認め合い、尊重し合う社会をつくろう

■現状と課題

人権は、人間が人間らしく幸せに生きていくための権利とされ、私たち一人一人の生命や自

由・平等を保障し、日常生活を支えている大切な権利で、誰もが生まれながらに持っているも

のです。

本市では、丹波市自治基本条例において、市民一人一人の基本的人権を守ることを市の理念

として位置づけており、「人権文化を高めるまち」の実現に向け、今後も啓発や教育の取り組

みについて内容や手法に工夫を加えながら継続していく必要があります。

また、学校教育終了後、学習の機会が減ることから、若年層に対する学習の機会の提供も必

要となっています。

本市では、自治会や自治協議会等において住民人権学習に積極的に取り組んでいますが、近

年は 等の自発的な活動も増えていることから、市民の持つ能力を有効に役立てながら、

人権問題を自分のこととして考えられる市民を増やしていくことが課題となっています。

資料：市資料（人権啓発講演会及び自治会等で行われる住民人権学習参加者数）

■めざすまちの姿

・市民が積極的に人権意識の啓発活動や学習に努めており、その実践を通して人権尊重の生

活が文化として地域全体に定着しています。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

住んでいる地域は、

人権尊重の生活が定

着していると思う市

民の割合

人権が尊重されていると感じる市民

の割合を増やすことが重要であるた

め、アンケート調査にて「そう思う」

「まあそう思う」と回答する市民の

割合を指標として捉える。

％ ％

一年以内に人権につ

いての学習会等に参

加したことがある市

民の割合

人権についての学習会等への参加に

より、人権意識を高めることが重要

であるため。
％ ％

資料：市資料

（人）

（年度）

人権啓発・人権学習会等参加者数



■役割分担
役割

市民・事業者

・人権問題に関心を持ち、職場や地域で実施する研修への積極的な参加や本を

読むことなどで知識を吸収する。

・事業者は、社員研修の一つとして人権研修を行うとともに、行政・地域が開

催する研修にも従業員とともに積極的に参加する。

地域

・日頃から地域住民相互のふれあいを基盤とした、地域コミュニティの強化に

努める。

・地域の抱える課題を踏まえ、人権に関する学習会を積極的に開催する。

行政

・市民が人権問題に触れる機会を増やすため、多様な手法で意識啓発を行う。

・効果的な住民人権学習会とするため、企画や運営方法等のノウハウを地域に

伝える研修会を開催する。

■施策の展開

①人権教育の推進

・家庭や学校、地域、職場、団体など、あらゆる場と機会を通して市民の人権尊重の意識が

高まるよう、住民人権学習の推進をはじめとした各種教育事業に取り組みます。

②人権啓発の推進

・「人権文化をすすめる市民運動」として、日常生活の中で自然に人権尊重の行動をとれる

ことが定着している状態をめざし、市民と協働しながら多様な機会と方法で各種の啓発活

動に取り組みます。

・人権擁護、人権啓発の取り組みを関係機関や団体と連携し、役割分担をしながら、相互の

活動を充実することで意識啓発や人権相談の効果が高まるよう努めます。

・社会の状況や市民意識の変化に応じ、人権擁護、人権啓発の取り組みを効果的に展開でき

るよう、必要に応じて人権施策基本方針の見直しを行います。

人権フェスティバル

【関連部門別計画】 ○丹波市人権施策基本方針

まちづくりの目標５ ふるさとに愛着と誇りをもった人づくりのまち

施策目標５ ６
【人権教育･人権啓発】

ふれあいを通じてお互いを認め合い、尊重し合う社会をつくろう

■現状と課題

人権は、人間が人間らしく幸せに生きていくための権利とされ、私たち一人一人の生命や自

由・平等を保障し、日常生活を支えている大切な権利で、誰もが生まれながらに持っているも

のです。

本市では、丹波市自治基本条例において、市民一人一人の基本的人権を守ることを市の理念

として位置づけており、「人権文化を高めるまち」の実現に向け、今後も啓発や教育の取り組

みについて内容や手法に工夫を加えながら継続していく必要があります。

また、学校教育終了後、学習の機会が減ることから、若年層に対する学習の機会の提供も必

要となっています。

本市では、自治会や自治協議会等において住民人権学習に積極的に取り組んでいますが、近

年は 等の自発的な活動も増えていることから、市民の持つ能力を有効に役立てながら、

人権問題を自分のこととして考えられる市民を増やしていくことが課題となっています。

資料：市資料（人権啓発講演会及び自治会等で行われる住民人権学習参加者数）

■めざすまちの姿

・市民が積極的に人権意識の啓発活動や学習に努めており、その実践を通して人権尊重の生

活が文化として地域全体に定着しています。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

住んでいる地域は、

人権尊重の生活が定

着していると思う市

民の割合

人権が尊重されていると感じる市民

の割合を増やすことが重要であるた

め、アンケート調査にて「そう思う」

「まあそう思う」と回答する市民の

割合を指標として捉える。

％ ％

一年以内に人権につ

いての学習会等に参

加したことがある市

民の割合

人権についての学習会等への参加に

より、人権意識を高めることが重要

であるため。
％ ％

資料：市資料

（人）

（年度）

人権啓発・人権学習会等参加者数

ふ
る
さ
と
に
愛
着
と
誇
り
を
も
っ
た
人
づ
く
り
の
ま
ち

目
標
５



■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

男女共同参画推進員

が活動を行った自治

会の割合

地域や家庭での男女共同参画社会の

実現には、暗黙の了解となっている

ルールや慣行、固定化した性別によ

る役割分担の見直しが重要であり、

それが地域における推進員の活動に

期待されるため。

％ ％

ワーク・ライフ・バラ

ンスがとれていると

思う市民の割合

ワーク・ライフ・バランスを保つこと

が重要であるため、アンケート調査

にて「そう思う」「まあそう思う」と

回答する市民の割合を指標として捉

える。

％ ％

資料：市資料

■役割分担
役割

市民・事業者

・講演会や学習会等に積極的に参加し、固定化した性別による役割分担の意識

を変えるとともに、家庭内において、家族が望ましいと思う男女の役割分担

を実践する。

・男女ともに、仕事と家庭での役割が両立できるよう、諸制度を有効に活用す

る。

地域

・地域の抱える課題を基に、男女共同参画の視点からの解決策を考える学習会

を開催する。

・男女がともに能力に応じて地域活動に参画できるよう、自治会役員選挙や地

域行事における従来の固定化した役割分担など、暗黙の了解となっている

ルールや慣習を改める。

行政

・市民の男女共同参画社会実現に対する意識を高めるため、意識啓発や情報提

供を行う。

・女性の再就職や起業、地域活動等に対するチャレンジ支援のための相談・支

援体制を整える。

■施策の展開

①男女のワーク・ライフ・バランスの推進

・仕事と生活のバランスを一人一人が望ましい形に近づけていくには、社会の最小単位であ

る家庭の中から変えていくことが重要であり、必要な情報提供や意識啓発に努めます。

②女性登用機会の拡大

・政策や方針決定の場における女性の参画機会の拡大に向けて、市役所が取り組みのトップ

ランナーとなるよう、市設置の審議会等委員や市役所管理職への女性登用割合の向上に努

めます。

③女性の雇用・起業などキャリア支援

・女性の能力を社会で活かすため、結婚・出産を機に退職した女性の再就職や起業、地域

活動への参加等、女性の再チャレンジ支援に努めます。

【関連部門別計画】 ○丹波市男女共同参画計画（丹の里ハーモニープラン）
○丹波市配偶者等からの暴力対策基本計画

まちづくりの目標５ ふるさとに愛着と誇りをもった人づくりのまち

施策目標５ ７
【男女共同参画】

男女がともに、家庭・職場・地域・学校で個性を発揮できる社会をつくろう

■現状と課題

男女共同参画社会基本法が制定されてから、市においても「丹波市男女共同参画計画《丹（ま

ごころの）里ハーモニープラン》」により、市民の意識を高める啓発講演会や地域での啓発の

中心となる推進員研修会など、幅広い取り組みを進めてきました。

しかし、平成 年度に行った男女共同参画市民意識調査や総合計画策定に関するアンケー

ト調査では、仕事と生活のバランスについて理想と現実の差が大きいと感じる市民が多いこと

や、「今後特に重要だと思うもの」として「女性の就業・起業機会の拡大に向けた支援」が ％

と３割以上を占めるなど取り組むべき課題が残されています。

また、本市役所の管理職に女性が占める割合は、平成 年 月 日現在で と、県

下市町平均 と比較しても女性の登用が進んでいるとは言えない状況です。

今後ますます進行していくことが予測される少子高齢社会においては、従来からの固定化し

た性別による役割分担では男女双方に負担が偏るため、市民のいきいきとした生活の妨げとな

り、社会そのものが行き詰ってしまう恐れがあります。

このため、性別に関わりなく、持てる能力を発揮できる社会の実現をめざし、仕事と生活の

バランス（ワーク・ライフ・バランス）を一人一人が望む形に近づけていくことや、家庭・地

域において、お互いに助け合いができている社会を構築する必要があります。

資料：市資料

■めざすまちの姿

・市民は、性別に関わらず、家庭や地域において個性に応じた役割と責任を持ち、その能力

を十分に発揮して暮らしています。

・様々な取り組みにより女性の就業・起業機会が拡大しています。

（％）

（年度）

市が設置する審議会委員等への女性の参画割合



■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

男女共同参画推進員

が活動を行った自治

会の割合

地域や家庭での男女共同参画社会の

実現には、暗黙の了解となっている

ルールや慣行、固定化した性別によ

る役割分担の見直しが重要であり、

それが地域における推進員の活動に

期待されるため。

％ ％

ワーク・ライフ・バラ

ンスがとれていると

思う市民の割合

ワーク・ライフ・バランスを保つこと

が重要であるため、アンケート調査

にて「そう思う」「まあそう思う」と

回答する市民の割合を指標として捉

える。

％ ％

資料：市資料

■役割分担
役割

市民・事業者

・講演会や学習会等に積極的に参加し、固定化した性別による役割分担の意識

を変えるとともに、家庭内において、家族が望ましいと思う男女の役割分担

を実践する。

・男女ともに、仕事と家庭での役割が両立できるよう、諸制度を有効に活用す

る。

地域

・地域の抱える課題を基に、男女共同参画の視点からの解決策を考える学習会

を開催する。

・男女がともに能力に応じて地域活動に参画できるよう、自治会役員選挙や地

域行事における従来の固定化した役割分担など、暗黙の了解となっている

ルールや慣習を改める。

行政

・市民の男女共同参画社会実現に対する意識を高めるため、意識啓発や情報提

供を行う。

・女性の再就職や起業、地域活動等に対するチャレンジ支援のための相談・支

援体制を整える。

■施策の展開

①男女のワーク・ライフ・バランスの推進

・仕事と生活のバランスを一人一人が望ましい形に近づけていくには、社会の最小単位であ

る家庭の中から変えていくことが重要であり、必要な情報提供や意識啓発に努めます。

②女性登用機会の拡大

・政策や方針決定の場における女性の参画機会の拡大に向けて、市役所が取り組みのトップ

ランナーとなるよう、市設置の審議会等委員や市役所管理職への女性登用割合の向上に努

めます。

③女性の雇用・起業などキャリア支援

・女性の能力を社会で活かすため、結婚・出産を機に退職した女性の再就職や起業、地域

活動への参加等、女性の再チャレンジ支援に努めます。

【関連部門別計画】 ○丹波市男女共同参画計画（丹の里ハーモニープラン）
○丹波市配偶者等からの暴力対策基本計画

まちづくりの目標５ ふるさとに愛着と誇りをもった人づくりのまち

施策目標５ ７
【男女共同参画】

男女がともに、家庭・職場・地域・学校で個性を発揮できる社会をつくろう

■現状と課題

男女共同参画社会基本法が制定されてから、市においても「丹波市男女共同参画計画《丹（ま

ごころの）里ハーモニープラン》」により、市民の意識を高める啓発講演会や地域での啓発の

中心となる推進員研修会など、幅広い取り組みを進めてきました。

しかし、平成 年度に行った男女共同参画市民意識調査や総合計画策定に関するアンケー

ト調査では、仕事と生活のバランスについて理想と現実の差が大きいと感じる市民が多いこと

や、「今後特に重要だと思うもの」として「女性の就業・起業機会の拡大に向けた支援」が ％

と３割以上を占めるなど取り組むべき課題が残されています。

また、本市役所の管理職に女性が占める割合は、平成 年 月 日現在で と、県

下市町平均 と比較しても女性の登用が進んでいるとは言えない状況です。

今後ますます進行していくことが予測される少子高齢社会においては、従来からの固定化し

た性別による役割分担では男女双方に負担が偏るため、市民のいきいきとした生活の妨げとな

り、社会そのものが行き詰ってしまう恐れがあります。

このため、性別に関わりなく、持てる能力を発揮できる社会の実現をめざし、仕事と生活の

バランス（ワーク・ライフ・バランス）を一人一人が望む形に近づけていくことや、家庭・地

域において、お互いに助け合いができている社会を構築する必要があります。

資料：市資料

■めざすまちの姿

・市民は、性別に関わらず、家庭や地域において個性に応じた役割と責任を持ち、その能力

を十分に発揮して暮らしています。

・様々な取り組みにより女性の就業・起業機会が拡大しています。

（％）

（年度）

市が設置する審議会委員等への女性の参画割合
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■めざすまちの姿

・地域の芸術や文化に関心と誇りを持ち、芸術・文化の香る豊かなまちづくりと心豊かな人

づくりが行われています。

・市民が優れた芸術作品や歴史文化遺産に触れ、また、自らも芸術・文化の表現や創造に努

め、地域の歴史文化遺産の保存と活用に関わっています。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

一年以内に市内の文

化ホールなどが行う

舞台芸術・音楽コン

サートや美術館など

が行う美術展などへ

行ったことがある市

民の割合

芸術・文化活動に積極的に参加し、市

内における芸術・文化を守り育てて

いくことが重要であるため。

－ 増加

一年以内に地域の伝

統芸能や伝統行事へ

参加した、または鑑

賞したことがある市

民の割合

より多くの市民で、地域の伝統を

守っていくことが重要であるため。

－ 増加

■役割分担
役割

市民・事業者

・芸術・文化活動の担い手として、芸術・文化に関わる自主的な活動を行うと

ともに、広く市内外にＰＲを行う。

・市民自らが、地域の歴史文化遺産に関心を持ち、その保存・活用に関わると

ともに、個人、団体所有の文化財については、所有者・管理者で適切な管理

をする。

・美術・芸術に関心を持ち、展覧会の観覧、美術館友の会やワークショップ、

講演会や講座に参加する。

地域

・自治公民館活動の文化祭等を開催し、芸術・文化に参画する地域づくり・人

づくりを推進する。

・地域の文化財や地域に伝わる伝統行事、古文書等の歴史文化遺産を守る。

行政

・文化ホールや美術館における魅力ある事業の実施、芸術・文化に関連する団

体への支援、アマチュアアーティストに対する育成支援等を行い、市民の芸

術・文化に対する関心を高める。

・個人や団体等が所有する文化財の保存管理を支援する。

・美術館に親しんでもらえるよう魅力ある展覧会や各種講座の開催に努める。

まちづくりの目標５ ふるさとに愛着と誇りをもった人づくりのまち

施策目標５ ８ 【芸術・文化】地域の芸術・文化を守り、育て、活かそう

■現状と課題

より多くの市民が芸術・文化を享受し、心豊かに生きるためには、市民が主体となり、本市

ならではの芸術・文化を守り、育て、活かしていくことが求められています。

本市においては、全国公募の丹波美術大賞展や丹波市民美術展（丹波市展）の実施、美術館

の特別展・企画展の開催、文化ホールにおける優れた舞台芸術の鑑賞機会を提供していますが、

入場者が増えない傾向があるなど、事業展開を工夫する必要があります。

このような中で、特色ある丹波市展の企画、魅力ある美術館の展覧会開催や、文化ホールに

おける人を惹きつける事業展開など、多様なライフスタイルの中で芸術・文化に親しめる環境

づくりが求められています。

また、本市には、有形・無形の文化財をはじめ多くの歴史文化遺産が存在しており、これら

の貴重な歴史文化遺産への市民の理解、関心や保護意識の高揚に努める必要があります。

資料：市資料

アマチュアアーティスト育成支援事業（ダンスフェスタ）

（人）

（年度）

文化ホール入館者数



■めざすまちの姿

・地域の芸術や文化に関心と誇りを持ち、芸術・文化の香る豊かなまちづくりと心豊かな人

づくりが行われています。

・市民が優れた芸術作品や歴史文化遺産に触れ、また、自らも芸術・文化の表現や創造に努

め、地域の歴史文化遺産の保存と活用に関わっています。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

一年以内に市内の文

化ホールなどが行う

舞台芸術・音楽コン

サートや美術館など

が行う美術展などへ

行ったことがある市

民の割合

芸術・文化活動に積極的に参加し、市

内における芸術・文化を守り育てて

いくことが重要であるため。

－ 増加

一年以内に地域の伝

統芸能や伝統行事へ

参加した、または鑑

賞したことがある市

民の割合

より多くの市民で、地域の伝統を

守っていくことが重要であるため。

－ 増加

■役割分担
役割

市民・事業者

・芸術・文化活動の担い手として、芸術・文化に関わる自主的な活動を行うと

ともに、広く市内外にＰＲを行う。

・市民自らが、地域の歴史文化遺産に関心を持ち、その保存・活用に関わると

ともに、個人、団体所有の文化財については、所有者・管理者で適切な管理

をする。

・美術・芸術に関心を持ち、展覧会の観覧、美術館友の会やワークショップ、

講演会や講座に参加する。

地域

・自治公民館活動の文化祭等を開催し、芸術・文化に参画する地域づくり・人

づくりを推進する。

・地域の文化財や地域に伝わる伝統行事、古文書等の歴史文化遺産を守る。

行政

・文化ホールや美術館における魅力ある事業の実施、芸術・文化に関連する団

体への支援、アマチュアアーティストに対する育成支援等を行い、市民の芸

術・文化に対する関心を高める。

・個人や団体等が所有する文化財の保存管理を支援する。

・美術館に親しんでもらえるよう魅力ある展覧会や各種講座の開催に努める。

まちづくりの目標５ ふるさとに愛着と誇りをもった人づくりのまち

施策目標５ ８ 【芸術・文化】地域の芸術・文化を守り、育て、活かそう

■現状と課題

より多くの市民が芸術・文化を享受し、心豊かに生きるためには、市民が主体となり、本市

ならではの芸術・文化を守り、育て、活かしていくことが求められています。

本市においては、全国公募の丹波美術大賞展や丹波市民美術展（丹波市展）の実施、美術館

の特別展・企画展の開催、文化ホールにおける優れた舞台芸術の鑑賞機会を提供していますが、

入場者が増えない傾向があるなど、事業展開を工夫する必要があります。

このような中で、特色ある丹波市展の企画、魅力ある美術館の展覧会開催や、文化ホールに

おける人を惹きつける事業展開など、多様なライフスタイルの中で芸術・文化に親しめる環境

づくりが求められています。

また、本市には、有形・無形の文化財をはじめ多くの歴史文化遺産が存在しており、これら

の貴重な歴史文化遺産への市民の理解、関心や保護意識の高揚に努める必要があります。

資料：市資料

アマチュアアーティスト育成支援事業（ダンスフェスタ）

（人）

（年度）

文化ホール入館者数

ふ
る
さ
と
に
愛
着
と
誇
り
を
も
っ
た
人
づ
く
り
の
ま
ち

目
標
５



６ 丹波力を活かした創意ある元気なまち

定住基盤となる買い物の利便性や就労の場の確保をはじめ、中心商業地と地域商業地の共存、

環境と調和した産業の振興や企業の誘致、起業支援等の推進、さらには、環境創造型農業※や循

環型林業の育成、農林産物の 次産業化、農林・観光・商業の連携によるシカの有効活用の推進、

交流の基盤となる観光振興を進めるなど、丹波力を活かした創意ある元気なまちをつくります。

６ １ 商工業
地域の商工業を守るとともに、未来に挑

戦できる企業を支えよう

６ ２ 農林業
環境創造型農業や循環型林業で丹波ブ

ランドを高めよう

６ ３ 観光
おもてなしで来訪者を迎え、丹波市の魅

力を伝えよう

施 策 目 標まちづくりの目標

６ 丹波力を活かした創意ある元気

なまち

■施策の展開

①文化ホール事業の充実

・観客増に向け、市民アンケートやホール運営委員会の意見を聞きながら、魅力あるホール

事業を展開します。

②市展開催事業の充実

・特色ある本市の美術展の開催など、市民に親しまれ愛着の持てる展覧会を推進します。

③芸術文化団体の支援

・市文化協会などをはじめとする芸術文化団体の活動を支援し、芸術・文化に関わる活動を

強化することで、団体の自立を促進させるとともに、本市の芸術・文化活動に関する情報

発信を促進させます。

④歴史文化遺産の保存と継承

・貴重な歴史文化遺産を保存継承し、これらを活用した地域づくりを進めるため、文化財の

保存・修復や資料の収集・研究を行い、市民が歴史文化遺産に触れる機会を増やし、地域

への誇りや愛着が醸成されるように努めます。

⑤芸術・文化の振興

・優れた質の高い芸術・文化を鑑賞する機会を提供するため、学校、ＰＴＡや美術館友の会

などと連携し、より市民が芸術に関心を持てるような施策を展開します。

・学校現場と連携し、美術鑑賞教室・親子ワークショップ等を充実し、子どもたちが美術と

ふれあえる場を形成します。

・市内外の人々に親しまれる魅力ある美術館をめざし、ホームページをはじめ様々な広報活

動に努め、入館者が増加するように努めます。

・アマチュアアーティスト育成支援事業等、市民と行政が協働することで、より良いコンテ

ンツ※の企画・実行に努めます。

無形文化財「丹波布」の伝承



６ 丹波力を活かした創意ある元気なまち

定住基盤となる買い物の利便性や就労の場の確保をはじめ、中心商業地と地域商業地の共存、

環境と調和した産業の振興や企業の誘致、起業支援等の推進、さらには、環境創造型農業※や循

環型林業の育成、農林産物の 次産業化、農林・観光・商業の連携によるシカの有効活用の推進、

交流の基盤となる観光振興を進めるなど、丹波力を活かした創意ある元気なまちをつくります。

６ １ 商工業
地域の商工業を守るとともに、未来に挑

戦できる企業を支えよう

６ ２ 農林業
環境創造型農業や循環型林業で丹波ブ

ランドを高めよう

６ ３ 観光
おもてなしで来訪者を迎え、丹波市の魅

力を伝えよう

施 策 目 標まちづくりの目標

６ 丹波力を活かした創意ある元気

なまち

■施策の展開

①文化ホール事業の充実

・観客増に向け、市民アンケートやホール運営委員会の意見を聞きながら、魅力あるホール

事業を展開します。

②市展開催事業の充実

・特色ある本市の美術展の開催など、市民に親しまれ愛着の持てる展覧会を推進します。

③芸術文化団体の支援

・市文化協会などをはじめとする芸術文化団体の活動を支援し、芸術・文化に関わる活動を

強化することで、団体の自立を促進させるとともに、本市の芸術・文化活動に関する情報

発信を促進させます。

④歴史文化遺産の保存と継承

・貴重な歴史文化遺産を保存継承し、これらを活用した地域づくりを進めるため、文化財の

保存・修復や資料の収集・研究を行い、市民が歴史文化遺産に触れる機会を増やし、地域

への誇りや愛着が醸成されるように努めます。

⑤芸術・文化の振興

・優れた質の高い芸術・文化を鑑賞する機会を提供するため、学校、ＰＴＡや美術館友の会

などと連携し、より市民が芸術に関心を持てるような施策を展開します。

・学校現場と連携し、美術鑑賞教室・親子ワークショップ等を充実し、子どもたちが美術と

ふれあえる場を形成します。

・市内外の人々に親しまれる魅力ある美術館をめざし、ホームページをはじめ様々な広報活

動に努め、入館者が増加するように努めます。

・アマチュアアーティスト育成支援事業等、市民と行政が協働することで、より良いコンテ

ンツ※の企画・実行に努めます。

無形文化財「丹波布」の伝承
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■めざすまちの姿

・市内商工業者は、商工会等の商工関係団体の協力や支援により、市民の雇用、市民生活の

支えとなって事業活動を展開しているとともに、農商工業者の連携により、地域資源を活

用した高付加価値の商品開発により消費拡大が進み、地域経済が活性化しています。

・業種間の枠を超えた交流が生まれ、地域の特性を活かした産業が育ち、中小企業の経営が

安定しています。

・企業の進出、既存事業所の規模拡大が進み、従業者がライフスタイルに応じて能力を最大

限に発揮できる事業所や就業人口が増加しています。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）
企業誘致件数（新規） 企業誘致を推進することが、産業の

活性化と雇用の拡大につながるた
め。

２件 年 件 年

新規起業者件数（新
規）

新規起業者を増やすことが、産業の
活性化につながるため。

件 年 件 年

資料：市資料

■役割分担
役割

市民・事業者

・市民は、消費活動の基本を市内におき、一人一人が地域経済活性化の意識を

持つ。

・事業者は、市内外への情報発信や顧客とのコミュニケーションによりニーズ

を把握し、魅力的な商品やサービスの提供とともに、取引や販路の拡大など

に努める。

・事業者は、市内雇用の拡大に努め、従業者がライフスタイルに応じて能力を

最大限に発揮できる就労環境づくりに努める。

地域
・地域ぐるみで産業活性化の意識を持ち、市民生活の利便性を高めるためのア

イデアを行政と出し合い、産業活性化に向けたまちづくりに参加する。

行政

・商工会等と連携し、企業がより進出しやすい環境、誰もが起業しやすい環境

を整備する。

・中小企業への有益な情報の提供、各種補助制度や融資制度の利用促進によ

り、中小企業の経営安定に向けた支援を充実する。

・商業地については、これまで実施してきた中心市街地活性化基本計画におけ

る各種事業の専門的な技術やその蓄積を活かして支援を行う。

■施策の展開

①企業立地の推進

・企業立地促進法に基づく基本計画に沿って、本市が誇る地域特性（強み）を積極的に

しながら、環境創造型農業や特産物等を活かす食品加工産業、環境関連産業の誘致を促進

します。

・誘致候補地を中心に企業誘致活動を行いながら、「居抜き物件※」についても積極的に紹介

し、大規模企業だけでなく、中小規模の企業も含めた誘致に努めます。

まちづくりの目標６ 丹波力を活かした創意ある元気なまち

施策目標６ １
【商工業】

地域の商工業を守るとともに、未来に挑戦できる企業を支えよう

■現状と課題

本市では、様々な商工業振興策や中小企業支援策をはじめ、商工会への運営支援を行ってい

ますが、商業においては、大型小売店の進出やインターネット環境の発展により、市内におけ

る消費活動の流れは大きく変わり、市場調査などを実施し適切な状況把握を行う中で、これま

で以上に、小規模店への支援が求められているところです。

また、工業においては、景気の低迷が長期化する中で、円高や電力不足などの問題も加わり、

国内での立地環境が悪化し、生産拠点の海外移転が進んでいます。本市においても、新規の企

業立地や工場等の増設、設備投資に消極的な状況が続き、事業所数や就業人口が減少していま

す。雇用の拡大や工業全体の活力を生み出していくには、きめ細かい中小企業支援、本市が誇

る地域特性や魅力を活かした新たな産業の育成、企業立地の促進が必要です。

資料：市資料

企業フェアに出展

（件）

（年度）

企業誘致件数（累計）



■めざすまちの姿

・市内商工業者は、商工会等の商工関係団体の協力や支援により、市民の雇用、市民生活の

支えとなって事業活動を展開しているとともに、農商工業者の連携により、地域資源を活

用した高付加価値の商品開発により消費拡大が進み、地域経済が活性化しています。

・業種間の枠を超えた交流が生まれ、地域の特性を活かした産業が育ち、中小企業の経営が

安定しています。

・企業の進出、既存事業所の規模拡大が進み、従業者がライフスタイルに応じて能力を最大

限に発揮できる事業所や就業人口が増加しています。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）
企業誘致件数（新規） 企業誘致を推進することが、産業の

活性化と雇用の拡大につながるた
め。

２件 年 件 年

新規起業者件数（新
規）

新規起業者を増やすことが、産業の
活性化につながるため。

件 年 件 年

資料：市資料

■役割分担
役割

市民・事業者

・市民は、消費活動の基本を市内におき、一人一人が地域経済活性化の意識を

持つ。

・事業者は、市内外への情報発信や顧客とのコミュニケーションによりニーズ

を把握し、魅力的な商品やサービスの提供とともに、取引や販路の拡大など

に努める。

・事業者は、市内雇用の拡大に努め、従業者がライフスタイルに応じて能力を

最大限に発揮できる就労環境づくりに努める。

地域
・地域ぐるみで産業活性化の意識を持ち、市民生活の利便性を高めるためのア

イデアを行政と出し合い、産業活性化に向けたまちづくりに参加する。

行政

・商工会等と連携し、企業がより進出しやすい環境、誰もが起業しやすい環境

を整備する。

・中小企業への有益な情報の提供、各種補助制度や融資制度の利用促進によ

り、中小企業の経営安定に向けた支援を充実する。

・商業地については、これまで実施してきた中心市街地活性化基本計画におけ

る各種事業の専門的な技術やその蓄積を活かして支援を行う。

■施策の展開

①企業立地の推進

・企業立地促進法に基づく基本計画に沿って、本市が誇る地域特性（強み）を積極的に

しながら、環境創造型農業や特産物等を活かす食品加工産業、環境関連産業の誘致を促進

します。

・誘致候補地を中心に企業誘致活動を行いながら、「居抜き物件※」についても積極的に紹介

し、大規模企業だけでなく、中小規模の企業も含めた誘致に努めます。

まちづくりの目標６ 丹波力を活かした創意ある元気なまち

施策目標６ １
【商工業】

地域の商工業を守るとともに、未来に挑戦できる企業を支えよう

■現状と課題

本市では、様々な商工業振興策や中小企業支援策をはじめ、商工会への運営支援を行ってい

ますが、商業においては、大型小売店の進出やインターネット環境の発展により、市内におけ

る消費活動の流れは大きく変わり、市場調査などを実施し適切な状況把握を行う中で、これま

で以上に、小規模店への支援が求められているところです。

また、工業においては、景気の低迷が長期化する中で、円高や電力不足などの問題も加わり、

国内での立地環境が悪化し、生産拠点の海外移転が進んでいます。本市においても、新規の企

業立地や工場等の増設、設備投資に消極的な状況が続き、事業所数や就業人口が減少していま

す。雇用の拡大や工業全体の活力を生み出していくには、きめ細かい中小企業支援、本市が誇

る地域特性や魅力を活かした新たな産業の育成、企業立地の促進が必要です。

資料：市資料

企業フェアに出展

（件）

（年度）

企業誘致件数（累計）
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まちづくりの目標６ 丹波力を活かした創意ある元気なまち

施策目標６ ２ 【農林業】環境創造型農業や循環型林業で丹波ブランドを高めよう

■現状と課題

農業を取り巻く環境は、農業従事者の高齢化や後継者不足、さらには農産物価格の低迷、鳥

獣被害の増加など厳しい状況にあり、農業の活力低下が進んでいます。今後は、農業経営の効

率化や担い手の確保を図るとともに、特産物の更なるブランド化や有機農業をはじめとする環

境創造型農業による高付加価値化をめざした取り組みが重要となってきています。

林業では、景気低迷により地元産材の消費が減少し、経営改善が見込めない状況にあるため、

森林所有者による森林整備が行き届かず荒廃化が進んでいます。このため、間伐、伐採、造林、

保育などの適切な森林管理や、県民緑税を活用した森林整備を引き続き実施していくとともに、

市民、行政、森林事業者などの幅広い関係者が、協働で森林の整備に取り組む体制づくりの必

要があります。

また、農林業に関しては、食料や木材の生産、水源のかん養や国土保全、景観形成などの多

面的機能だけでなく、食の安全・安心や地球温暖化防止の観点からも注目されており、農村地

域への期待は高まっています。

資料：市資料

■めざすまちの姿

・集落営農組織や認定農業者などのほかに、新規就農者が地域農業の担い手として、農家等

から農業技術の指導を受け、農地の適切な維持管理と利活用を行うことにより、農村地域

が活性化しています。

・ 次産業化により農林産物の高付加価値化が進み、丹波ブランドが全国に知られています。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）
有機農業実施面積 有機農業の促進により、環境創造型農

業が普及するため。

森林整備面積（造林
事業）

森林整備が、災害に強い森づくりや
里山の再生に寄与するため。

資料：市資料

（ ）

（年度）

有機農業実施面積

②ものづくり人材の確保

・市内企業へのＵ・Ｉターン就職を促進するため、市外にいても市内企業などの情報が入手

できる環境を整備します。

・市内企業や近隣高校、関西圏の大学などと連携し、若者の地元就職を促進し、人材の確保

に努めます。

③商業の活性化

・柏原駅周辺については、まちづくり会社と連携しつつ、地域の歴史性や中心市街地活性化

事業等を活用し、本市の玄関口にふさわしい賑わいと活力ある空間を創出します。

・中心商業地以外の商店街は、地域の高齢者等にとって日常に欠かせない生活利便施設であ

ることから、商業環境の改善や地域住民の利用を促進するなど、商業機能の維持・向上に

努めます。

④既存中小企業への支援

・商工会などの関係機関と連携し、既存企業の振興に努め市内経済の活性化を促進します。

・地域資源を活かし、農商工の連携を促進します。

・市内企業への人材確保を支援するために、近隣高校、関西圏の大学や関係機関との連携を

密にとるよう努めます。

⑤新規起業者の支援

・地域の特性を活かしたビジネスや社会貢献などの機会を創出するため、若者や女性、「第

二創業※」並びに農業、林業、商工業など、様々な階層や分野等の起業を支援します。

就職フェア

【関連】 ③担い手の育成・確保

【関連部門別計画】 ○丹波市商工業・観光振興基本計画 ○丹波市中心市街地活性化基本計画
○企業立地促進法に基づく基本計画



まちづくりの目標６ 丹波力を活かした創意ある元気なまち

施策目標６ ２ 【農林業】環境創造型農業や循環型林業で丹波ブランドを高めよう

■現状と課題

農業を取り巻く環境は、農業従事者の高齢化や後継者不足、さらには農産物価格の低迷、鳥

獣被害の増加など厳しい状況にあり、農業の活力低下が進んでいます。今後は、農業経営の効

率化や担い手の確保を図るとともに、特産物の更なるブランド化や有機農業をはじめとする環

境創造型農業による高付加価値化をめざした取り組みが重要となってきています。

林業では、景気低迷により地元産材の消費が減少し、経営改善が見込めない状況にあるため、

森林所有者による森林整備が行き届かず荒廃化が進んでいます。このため、間伐、伐採、造林、

保育などの適切な森林管理や、県民緑税を活用した森林整備を引き続き実施していくとともに、

市民、行政、森林事業者などの幅広い関係者が、協働で森林の整備に取り組む体制づくりの必

要があります。

また、農林業に関しては、食料や木材の生産、水源のかん養や国土保全、景観形成などの多

面的機能だけでなく、食の安全・安心や地球温暖化防止の観点からも注目されており、農村地

域への期待は高まっています。

資料：市資料

■めざすまちの姿

・集落営農組織や認定農業者などのほかに、新規就農者が地域農業の担い手として、農家等

から農業技術の指導を受け、農地の適切な維持管理と利活用を行うことにより、農村地域

が活性化しています。

・ 次産業化により農林産物の高付加価値化が進み、丹波ブランドが全国に知られています。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）
有機農業実施面積 有機農業の促進により、環境創造型農

業が普及するため。

森林整備面積（造林
事業）

森林整備が、災害に強い森づくりや
里山の再生に寄与するため。

資料：市資料

（ ）

（年度）

有機農業実施面積

②ものづくり人材の確保

・市内企業へのＵ・Ｉターン就職を促進するため、市外にいても市内企業などの情報が入手

できる環境を整備します。

・市内企業や近隣高校、関西圏の大学などと連携し、若者の地元就職を促進し、人材の確保

に努めます。

③商業の活性化

・柏原駅周辺については、まちづくり会社と連携しつつ、地域の歴史性や中心市街地活性化

事業等を活用し、本市の玄関口にふさわしい賑わいと活力ある空間を創出します。

・中心商業地以外の商店街は、地域の高齢者等にとって日常に欠かせない生活利便施設であ

ることから、商業環境の改善や地域住民の利用を促進するなど、商業機能の維持・向上に

努めます。

④既存中小企業への支援

・商工会などの関係機関と連携し、既存企業の振興に努め市内経済の活性化を促進します。

・地域資源を活かし、農商工の連携を促進します。

・市内企業への人材確保を支援するために、近隣高校、関西圏の大学や関係機関との連携を

密にとるよう努めます。

⑤新規起業者の支援

・地域の特性を活かしたビジネスや社会貢献などの機会を創出するため、若者や女性、「第

二創業※」並びに農業、林業、商工業など、様々な階層や分野等の起業を支援します。

就職フェア

【関連】 ③担い手の育成・確保

【関連部門別計画】 ○丹波市商工業・観光振興基本計画 ○丹波市中心市街地活性化基本計画
○企業立地促進法に基づく基本計画
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④鳥獣被害対策

・捕獲活動や被害防止柵の設置を推進するとともに、県との連携により、県民緑税を活用し

た野生動物育成林整備※や鳥獣被害対策サポートチームと連携し、獣害に強い集落づくり

に取り組みます。また、捕獲したシカの有効活用を図ります。

⑤遊休農地の解消

・地域農業の将来を見通す人・農地プランの策定を推進するとともに、集落営農の組織化の

支援を通して集落ぐるみで農地を保全する取り組みを奨励し、遊休農地を解消していきま

す。

⑥森林づくり協議会の設立

・森林の持つ多面的機能の理解を深め、地域づくりの一環として市民が関われる森林管理を

コーディネイト※します。

・地域の森林づくり協議会設立のための情報提供や、ゾーン別の管理方針を決定するために

専門家によるアドバイザーを派遣します。

⑦森林の活用と森林整備の支援

・森林づくりの担い手育成と市民が関われる森林資源の活用事業の展開として、林地残材を

活用した事業の展開を支援するとともに、自然エネルギーとしての地域内循環を図ります。

・市民が搬出する林地残材の集約化や加工、販売を展開する事業者の取り組みを支援・活用

し、市民や森林所有者の管理意識を向上させます。

・低コストで効率的な森林整備が展開できるよう、路網の整備、施業面積の集約化、高性能

林業機械の導入等の支援策を展開します。

・公共建築物の整備において、可能な限り木造化又は内装等の木質化を図り、市内産の木材

利用に努めます。

丹波産米の稲刈り

【関連部門別計画】 ○丹波市農業農村振興基本計画 ○丹波市鳥獣被害防止計画
○丹波市森林づくりビジョン ○丹波市森林整備計画

■役割分担
役割

市民・事業者

・農業後継者の育成・確保に努めるとともに、環境創造型農業やバイオマスの

利活用に取り組む。

・農地・森林の適切な維持管理に努めるとともに、鳥獣被害対策では、自己防

衛措置に取り組む。

・ＪＡは農産物の販売等の経済事業を行う中で、積極的な営農支援に取り組

む。

・森林組合等は林業の担い手として、施業を集約化し、低コストで効率的な森

林整備を実施する。

地域

・地域で農地を守るため、集落営農組織を設立するとともに、既存の集落営農

組織は、経営の安定化に向けた新規就農者の積極的な受け入れを進める。

・地域を囲む鳥獣防護柵を共同設置する。

・森林の多面的機能を発揮するため、共有林の整備に取り組む。

行政

・環境創造型農業やバイオマスの利活用を支援するとともに、 次産業化に向

けた情報提供や支援体制を整備する。

・集落営農組織設立に向けた、資料提供、優良事例紹介、支援チームによるア

ドバイスを行う。また、新規就農希望者と地域とのマッチングを行う。

・森林の多面的機能を持続させ安全で活力のある水源の森林づくりを進める

ために、森林づくりの情報提供やアドバイザーの派遣を行うとともに、低コ

ストで効率的な森林整備ができるよう、路網整備※、施業面積の集約、高性

能林業機械導入の支援を行う。

■施策の展開

①安定した農林業経営の推進

・農林業の経営の効率化を図るとともに、農林業の担い手の確保や所得拡大を図るため、環

境創造型農業やバイオマス利活用の促進と、 次産業化を推進します。

・地場農産物を使った学校給食への食材の提供、採れたて野菜の直売など、地産地消の取り

組みを進めます。

②特産物の振興

・「丹波大納言小豆」は、引き続き生産を奨励するとともに、品質の向上と生産の安定及び

販路拡大への支援を行います。

・販売需要の高い「丹波栗」「丹波黒大豆」は、生産面積の拡大や栽培技術の向上を行い、

販路拡大とブランド化をめざし、県、ＪＡ等と連携して取り組みます。

・有機農業や６次産業化の推進により、他産地との差別化を図るとともに、付加価値の高い

ブランド創出をめざします。

③担い手の育成・確保

・集落営農組織や認定農業者を地域農業の持続的な担い手と位置づけ、新たな集落営農組織

の設立を図るとともに、既存の集落営農組織のステップアップに向けた支援を行います。

・新規就農者に対しては関係機関などと連携し、就農相談やそれに伴う資金相談をはじめと

して、地域との連携に至るまで総合的に支援します。

・農業参入に意欲のある企業を新たな担い手と位置付け、地域の活性化や雇用の創出につな

がるよう支援します。

【関連】 ⑤新規起業者の支援



④鳥獣被害対策

・捕獲活動や被害防止柵の設置を推進するとともに、県との連携により、県民緑税を活用し

た野生動物育成林整備※や鳥獣被害対策サポートチームと連携し、獣害に強い集落づくり

に取り組みます。また、捕獲したシカの有効活用を図ります。

⑤遊休農地の解消

・地域農業の将来を見通す人・農地プランの策定を推進するとともに、集落営農の組織化の

支援を通して集落ぐるみで農地を保全する取り組みを奨励し、遊休農地を解消していきま

す。

⑥森林づくり協議会の設立

・森林の持つ多面的機能の理解を深め、地域づくりの一環として市民が関われる森林管理を

コーディネイト※します。

・地域の森林づくり協議会設立のための情報提供や、ゾーン別の管理方針を決定するために

専門家によるアドバイザーを派遣します。

⑦森林の活用と森林整備の支援

・森林づくりの担い手育成と市民が関われる森林資源の活用事業の展開として、林地残材を

活用した事業の展開を支援するとともに、自然エネルギーとしての地域内循環を図ります。

・市民が搬出する林地残材の集約化や加工、販売を展開する事業者の取り組みを支援・活用

し、市民や森林所有者の管理意識を向上させます。

・低コストで効率的な森林整備が展開できるよう、路網の整備、施業面積の集約化、高性能

林業機械の導入等の支援策を展開します。

・公共建築物の整備において、可能な限り木造化又は内装等の木質化を図り、市内産の木材

利用に努めます。

丹波産米の稲刈り

【関連部門別計画】 ○丹波市農業農村振興基本計画 ○丹波市鳥獣被害防止計画
○丹波市森林づくりビジョン ○丹波市森林整備計画

■役割分担
役割

市民・事業者

・農業後継者の育成・確保に努めるとともに、環境創造型農業やバイオマスの

利活用に取り組む。

・農地・森林の適切な維持管理に努めるとともに、鳥獣被害対策では、自己防

衛措置に取り組む。

・ＪＡは農産物の販売等の経済事業を行う中で、積極的な営農支援に取り組

む。

・森林組合等は林業の担い手として、施業を集約化し、低コストで効率的な森

林整備を実施する。

地域

・地域で農地を守るため、集落営農組織を設立するとともに、既存の集落営農

組織は、経営の安定化に向けた新規就農者の積極的な受け入れを進める。

・地域を囲む鳥獣防護柵を共同設置する。

・森林の多面的機能を発揮するため、共有林の整備に取り組む。

行政

・環境創造型農業やバイオマスの利活用を支援するとともに、 次産業化に向

けた情報提供や支援体制を整備する。

・集落営農組織設立に向けた、資料提供、優良事例紹介、支援チームによるア

ドバイスを行う。また、新規就農希望者と地域とのマッチングを行う。

・森林の多面的機能を持続させ安全で活力のある水源の森林づくりを進める

ために、森林づくりの情報提供やアドバイザーの派遣を行うとともに、低コ

ストで効率的な森林整備ができるよう、路網整備※、施業面積の集約、高性

能林業機械導入の支援を行う。

■施策の展開

①安定した農林業経営の推進

・農林業の経営の効率化を図るとともに、農林業の担い手の確保や所得拡大を図るため、環

境創造型農業やバイオマス利活用の促進と、 次産業化を推進します。

・地場農産物を使った学校給食への食材の提供、採れたて野菜の直売など、地産地消の取り

組みを進めます。

②特産物の振興

・「丹波大納言小豆」は、引き続き生産を奨励するとともに、品質の向上と生産の安定及び

販路拡大への支援を行います。

・販売需要の高い「丹波栗」「丹波黒大豆」は、生産面積の拡大や栽培技術の向上を行い、

販路拡大とブランド化をめざし、県、ＪＡ等と連携して取り組みます。

・有機農業や６次産業化の推進により、他産地との差別化を図るとともに、付加価値の高い

ブランド創出をめざします。

③担い手の育成・確保

・集落営農組織や認定農業者を地域農業の持続的な担い手と位置づけ、新たな集落営農組織

の設立を図るとともに、既存の集落営農組織のステップアップに向けた支援を行います。

・新規就農者に対しては関係機関などと連携し、就農相談やそれに伴う資金相談をはじめと

して、地域との連携に至るまで総合的に支援します。

・農業参入に意欲のある企業を新たな担い手と位置付け、地域の活性化や雇用の創出につな

がるよう支援します。

【関連】 ⑤新規起業者の支援
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■役割分担
役割

市民・事業者

・地域の歴史、伝統文化を認識し、誇りに思う気持ちを育てる。

・丹（まごころ）のこもったおもてなしの心を育むとともに、地域の知識と経

験を活かし、ボランティアガイドに参加する。

・農林業生産者は、ニューツーリズム※などの場の提供に努める。

地域

・地域の歴史、伝統文化を次代に継承する。

・地域資源の再発見や再認識及び研究に努め、積極的に地域の魅力情報を発信

する。

・地域の歴史や文化、伝統、農林業などを活用した「体験、学習、交流」の機

会を提供する。

行政

・地域の観光資源の整備やバリアフリー化、また民家宿泊等を提供する取り組

みを支援する。

・地域の観光資源や観光イベントなど観光客の誘致や滞在がしやすい情報を

発信する。

・農林業生産者、観光協会等と連携し、ニューツーリズムや特産物の商品開発、

おもてなしの心の醸成を支援する。

■施策の展開

①観光資源活用の支援

・観光資源の維持、保存や交通アクセスの情報発信、施設のバリアフリー化、案内板の外国

語表記など、外国人を含めた観光客の利便性向上等の取り組みを支援します。

・地域固有の歴史や文化、伝統、農林業などを活用した体験、学習、交流の機会をはじめ、

民家宿泊等を提供する取り組みを支援します。

②観光情報の発信

・市内各地域の観光情報をきめ細やかに収集・整理し、ストーリー性の付加などによりＰＲ

効果を高めながら、観光ＰＲホームページや都市部への「観光キャラバン活動※」のほか、

ソーシャル・ネットワーク・サービス（ＳＮＳ※）など多種多様な手段を積極的に活用し、

滞在型観光につながる情報発信に努めます。

③観光協会等関係機関との連携強化

・点在する観光資源や小規模単位で実施されている交流体験事業などの取り組みの相乗効

果が最大限に発揮できるよう、農林業生産者や農業団体、観光協会、民家宿泊関係者等と

の連携を強化するとともに、空き家や遊休農地等を活用した丹波ニューツーリズムの促進

と事業実施団体等の育成に努めます。

・観光協会を通じて、市民のおもてなしの心を育むとともに、観光に携わる人材の育成をめ

ざした講座・研修等の実施を支援します。

④丹波竜の里づくりの推進

・国内で最も保存状態のよい恐竜化石を核に、地層・地質学的にも稀な篠山層群や川代渓谷

を楽しみながら学べる自然・環境学習の場として活用するとともに、市内の観光資源との

ネットワーク化による交流と誘客を図ります。

・丹波竜を活かしたＣＩ※戦略を進め、市の誇りとイメージアップにつなげます。

・丹波竜からまちに新たないのち＝丹（まごころ）を吹き込み、多様な人々の参画と協働の

もと、全市をあげて「丹（まごころ）の里」づくりを推進します。

【関連部門別計画】 ○丹波市商工業・観光振興基本計画 ○丹波竜の里計画

まちづくりの目標６ 丹波力を活かした創意ある元気なまち

施策目標６ ３ 【観光】おもてなしで来訪者を迎え、丹波市の魅力を伝えよう

■現状と課題

本市には、様々な観光資源が点在しており、それぞれの資源が歴史を持っています。さらに、

豊かな自然、風景、暮らし、営みは都市部の住民にとって大きな魅力であり、近年、観光客は

増加傾向にあります。

しかしながら、マイカーを利用した観光ルートが中心になっていることや、本市が京阪神方

面から但馬地域に向かう途上に位置することなどから、特定のポイント観光だけの来訪者が多

く、日帰り観光客の割合が圧倒的に高くなっています。

そのため、観光協会等関係機関と連携し、地域資源の積極的な活用や民家宿泊等の提供、特

産物の商品開発、おもてなしの心の醸成、ＰＲ効果の高い情報発信などによる観光客の一層の

増加や、市内観光に対する満足度を高める「体験、学習、交流」を要素とした滞在型観光への

誘導による消費促進など、経済波及効果を生み出す多様な施策が必要です。

（注）平成 年度までは兵庫県独自基準（年間入込客 人以上）の観光施設を対象に
算出していたが、平成 年度から国（観光庁）が策定した「観光入込客統計に関する
共通基準（年間入込客数 人以上及び特定月 人以上）に基づいた算出方
法に変更した。平成 年度欄の数値は国基準に基づき再算出した入込客数を表す。

資料：兵庫県観光客動態調査報告書

■めざすまちの姿

・市民が地域の歴史、伝統文化や豊かな自然を誇りに思い、訪れる人々におもてなしの心を

もって、丹（まごころ）のこもった交流を楽しんでいます。

・市外の人々は、市の歴史、伝統文化や豊かな自然、おもてなしの心に感銘を受け、様々な

体験や学習、交流を求めて滞在し、また、繰り返し訪れています。

■まちづくり指標

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

年間観光入込客数

市内の施設等を訪れた観光入込客数

を増加させることが、観光振興の効

果を把握するのに適しているため。

千人 千人

年に 回以上、来訪

者と交流したことが

ある市民の割合

市民との交流が、リピーターなどの

増加につながるため、アンケート調

査にて「したことがある」と回答する

市民の割合を指標として捉える。

－ 増加

（千人）

（年度）

年間観光入込客数
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■市民参画・市民活動の促進

市民がまちづくりに積極的に関わることのできる機会づくりや、市内に数多くある各種団体、

ＮＰＯ等の活動促進に向けた基本的な考え方を以下に示します。

① 市民参画の機会の充実

・まちづくりに関するアンケートやワークショップ、各種計画策定のための審議会・委員会

等に市民が積極的に関わることができるような仕組みや支援策を構築し、市民参画がで

きる機会を充実します。

② 各種団体の連携体制づくりへの支援

・各種市民活動団体、ボランティア団体の横の連携を強化するとともに、自治会や民生委

員・児童委員等の地域組織とも連携することで、地域が一体となってまちづくりに関する

課題を解決できる体制づくりを支援します。

③ まちづくり等に貢献する市民活動への支援

・市民が行うまちづくりに関わる活動を支援するため、庁内における連携を強化します。

・豊富な知識や経験を持った市民の力をまちづくりや地域社会の活性化に活かすため、研

修会や情報交換会等を通じて、各分野のリーダーやボランティアの育成に努めるととも

に、各種団体間のネットワークづくりに対する支援を行います。

・活動団体の相談や助成金等の情報提供などがより身近なところで行われるよう、中間支

援組織の設立について研究していきます。

【まちづくり指標】

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

市の審議会、委員会

等の公募委員選任人

数に対する応募者数

の割合

市の計画策定、政策の立案等に対す

る市民の関心度を高め、多様な意見

を反映させるなど、市民の積極的な

参画が重要であるため。

倍 倍

市内ＮＰＯ法人数

（一般社団法人を含

む）

協働の取り組みを推進するために、

ＮＰＯ法人数やボランティア登録者

数を増加させ、より多くの人がまち

づくりに関わるようにすることが有

効であるため。

団体 団体

ボランティア登録者

数
人 人

資料：「市内 法人数」は兵庫県「県民ボランタリー活動の広場」資料による。

「ボランティア登録者数」は社会福祉協議会資料による。

【関連部門別計画】 ○自治協議会別地域づくり計画

第４章 まちづくりの進め方

まちづくりの進め方１ 市民が主役の豊かな地域力の向上

【参画と協働】

■協働のまちづくりの推進

「丹波市自治基本条例」に基づき、協働のまちづくりの推進に向けた基本的な考え方を以下

に示します。

① 自治基本条例の啓発等の推進

・「丹波市自治基本条例」は、市民がまちづくりを担っていく際の基本的ルールを示したも

のであり、市民・事業者・市議会・行政における、権利、役割、責務、相互関係を明らか

にしていることから、その周知と運用を推進します。

② 地域組織の連携体制の強化

・地域づくり活動を一層活発化させるために、新たな担い手づくりの研修会や情報提供な

どを充実させるとともに、自治会、自治協議会組織間及び自治協議会と行政の連携・連絡

体制を強化します。

・各自治協議会の活動状況を周知することにより市民の理解を深めていきます。また、国・

県などの助成制度が自治協議会において有効に活用されるよう、情報提供をはじめとす

る支援に努めます。

【まちづくり指標】

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

「自治基本条例を

知っている」と回答

した市民の割合

自治基本条例は参画と協働の基本と

なるものであり、より多くの市民に

知ってもらうことが、参画と協働の

推進につながるため。

％ ％

地域活動が活発化し

ていると思う市民の

割合

地域活動が活発に行われていると思

う市民の割合を増やすことで、地域

が一体となった取り組みを行うこと

ができるため。

％ ％

資料：市資料
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■協働のまちづくりの推進

「丹波市自治基本条例」に基づき、協働のまちづくりの推進に向けた基本的な考え方を以下

に示します。

① 自治基本条例の啓発等の推進

・「丹波市自治基本条例」は、市民がまちづくりを担っていく際の基本的ルールを示したも

のであり、市民・事業者・市議会・行政における、権利、役割、責務、相互関係を明らか

にしていることから、その周知と運用を推進します。

② 地域組織の連携体制の強化

・地域づくり活動を一層活発化させるために、新たな担い手づくりの研修会や情報提供な

どを充実させるとともに、自治会、自治協議会組織間及び自治協議会と行政の連携・連絡

体制を強化します。

・各自治協議会の活動状況を周知することにより市民の理解を深めていきます。また、国・

県などの助成制度が自治協議会において有効に活用されるよう、情報提供をはじめとす

る支援に努めます。

【まちづくり指標】

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

「自治基本条例を

知っている」と回答

した市民の割合

自治基本条例は参画と協働の基本と

なるものであり、より多くの市民に

知ってもらうことが、参画と協働の

推進につながるため。

％ ％

地域活動が活発化し

ていると思う市民の

割合

地域活動が活発に行われていると思

う市民の割合を増やすことで、地域

が一体となった取り組みを行うこと

ができるため。

％ ％

資料：市資料
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■選択と集中による財政運営

選択と集中による財政運営を行うための基本的な考え方を以下に示します。

① 行政評価の推進

・行政評価システムを活用し施策評価や事務事業評価を効率的に実施するとともに、それぞ

れの事業の目的や必要性、成果を明確にすることで、事業の取捨選択を進めます。

・毎年度予算編成に向けた早い段階からの検証・検討を行うとともに、普通交付税の減収に

伴う対応に向けては、工程表の作成などにより、具体的な事務事業の見直しを進めます。

② 財源確保の推進

・税の公平性を保つため収納率の向上を進めます。

・指定管理者制度など民間活力の活用により、限られた財源の有効利用を進めます。

③ 適正な監査機能、事業監理等の実施

・監査機能の充実・強化に向けた調査研究を進めます。

・入札・契約制度の整備に努めます。

④ 総合計画の進捗管理

・第２次丹波市総合計画の進捗管理を確実に行うため、まちづくり指標の達成度について、

現況データの把握・整理や「市民満足度調査」を定期的に実施し、その結果を用いて各種

事業の進捗状況を評価するとともに、結果を公表します。

【まちづくり指標】

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

実質公債費比率 単年度の収入規模に占める借金返済

額の割合を示すものであり、比率を

減少させることが健全な財政運営に

つながるため。

％ ％

将来負担比率 収入規模に対して将来支払う見込み

の借金総額の割合を示すものであ

り、比率を減少させることが健全な

財政運営につながるため。

％ ％

資料：市資料

【関連部門別計画】 ○丹波市定員適正化計画 ○丹波市組織機構編成方針～計画的な組織づくり～
○丹波市職員人材育成基本方針 ○丹波市庁舎等整理統合基本計画
○丹波市行政改革大綱 ○丹波市行政改革実施計画

まちづくりの進め方２ 計画的かつ効果的な行政経営の実施

【行財政運営】

■市民のニーズに合った行政運営

多様化、複雑化する市民のニーズに対応した行政運営を行うための基本的な考え方を以下に

示します。

① 市民ニーズに合った行政サービスの実施

・アンケートやパブリックコメントなどを通じて市民ニーズを把握し、ニーズに合った市民

サービスを行います。

・市民ニーズや地域の実情を踏まえ、公共施設の適正配置とそれに合わせた公共交通の利便

性向上を進めます。

② 実行力のある行政運営の実施

・職員の適正規模、適正配置を推進することで、多様化した市民ニーズに、迅速かつ柔軟に

対応できる体制を構築し、実行力のある行政運営をめざします。

③ 庁内組織の連携強化

・人口減少、少子高齢化等に伴う定住対策や空き家対策、また、社会経済情勢の変化に伴う

子ども・若者サポート対策（ひきこもり）や防災対策など、分野別施策を統括・連携して

推進していかなければならない課題について、庁内部署が連携するプロジェクトチーム等

を結成するなど、課題解決に総合的に対応する体制づくりを進めます。

④情報発信、情報管理の推進

・本市の取り組みを広く市民に伝え、市政に対する理解を深めるとともに、本市のイメージ

や魅力情報を広く内外にＰＲし、移住・定住の促進を図るため、広報紙やインターネット、

ＳＮＳ等の様々な媒体を活用し、積極的な情報発信を進めます。

・職員の情報セキュリティ意識の向上及び情報セキュリティ対策の強化により、個人情報の

保護を進めます。

【まちづくり指標】

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

行政運営に市民ニー

ズが反映されている

と回答した市民の割

合

市民のニーズを的確に把握し、行政

運営に活かすことが重要であるた

め。
－ 増加

定員適正化計画※人

数

職員の数を適正化することが効率の

良い行政運営につながるため。
人 人

資料：市資料 ※めざす値の 人は、目標となる基準値とする。
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② 財源確保の推進

・税の公平性を保つため収納率の向上を進めます。

・指定管理者制度など民間活力の活用により、限られた財源の有効利用を進めます。

③ 適正な監査機能、事業監理等の実施

・監査機能の充実・強化に向けた調査研究を進めます。

・入札・契約制度の整備に努めます。

④ 総合計画の進捗管理

・第２次丹波市総合計画の進捗管理を確実に行うため、まちづくり指標の達成度について、

現況データの把握・整理や「市民満足度調査」を定期的に実施し、その結果を用いて各種

事業の進捗状況を評価するとともに、結果を公表します。

【まちづくり指標】

指標項目 設定理由 現状
めざす値・方向性

（平成 年度）

実質公債費比率 単年度の収入規模に占める借金返済

額の割合を示すものであり、比率を

減少させることが健全な財政運営に

つながるため。

％ ％

将来負担比率 収入規模に対して将来支払う見込み

の借金総額の割合を示すものであ

り、比率を減少させることが健全な

財政運営につながるため。

％ ％

資料：市資料
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資料：市資料 ※めざす値の 人は、目標となる基準値とする。
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