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第２次丹波市総合計画（後期基本計画）策定に係る
施策改訂シート

後期基本計画 施策改訂シート
代表部署名
1

基本目標/まちづくりの目標

施策目標

記入者

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

健康課

部署

健康課

役職氏名 副課長 安達則子

教育部
関連部署 まちづくり部

少子高齢化が進む中、いくつになっても自立した生活を住み慣れた地域で送るために必要なものは【健康】です。丹波市では
健康で自立した期間、いわゆる健康寿命の延伸を目指し、健康たんば21第２次計画に基づき、全ての市民を対象に保健事業を
実施してきましたが、まだまだ市民に周知されていない状況です。しかしながら、食生活の欧米化、自動車や生活家電の普及に
よる身体活動量の減少、携帯電話やスマートフォンなど情報端末の普及による睡眠への影響など、社会や生活環境の変化によ
りもたらされる生活習慣の乱れは、年齢を問わず多くの市民にみられています。
平成22年と平成27年のデータを比較すると、男性で1.9歳、女性で0.88歳健康寿命が長くなり、平均寿命から健康寿命を引い
た障がい期間は男性で0.6年短くなり、女性で0.32年長くなっています。健康寿命の延伸を阻害する要因に、睡眠リズムの乱れ、
栄養の偏りや運動不足などから起こる生活習慣病の重症化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あり、丹波市の課題となっています。
市民が健康で活き活きと過ごせるように、健康相談、健康教育等の保健事業を通して、市民と顔の見える関係づくりを進めな
がら、受診しやすい健診体制を構築し、市民一人ひとりが自分の健康を意識し、自主的に健康づくりのための行動が起こせる環
境づくりとともに、より一層の情報発信や周知啓発が必要となっています。

現状と課題

健康づくりを推進するためには、ライフステージを通して望ましい生活習慣を獲得し保持する必要があり、そのため関係機関と
他部署と連携して解決すべき課題 連携して健康教育、受診しやすい健診の構築に取組みます。（医師会・歯科医師会・薬剤師会・自治会・各種団体等）
（相手部署名）
受診しやすい健診体制づくりと健康たんば21第2次計画の周知啓発の視点を追加
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

めざすまちの姿（ビジョン）

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
役
割
分
担

市民・事業者の
役割

（
ミ
地域の役割
ッ
シ
行政の役割
ョ
ン （目標達成に向け、市民がす
） ること、行政がすることを箇
条書きで記述）
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

・ 市民が健診やがん検診などを積極的に受診し、健診結果を活用して自分の生活習慣を見直し、生活習慣病の重症化予防や
がんの早期発見に努めています。
・ こころも体も健康で、家庭や地域でいきいきと活動し、健康寿命の延びが平均寿命の延びを上回り、自立した期間が延長して
います。
健診を受けることと、健診結果を活用して生活習慣を見直すことで生活習慣病の重症化を予防する点を加えました。
健康寿命の延伸を数字だけではなく、平均寿命との関連性を見直しました。
・年に１回健診を受診し、自分の健康状態を知る。
・健診結果説明や保健指導を活用して、生活習慣を見直し実践する。
・健康相談や健康教育を利用して、望ましい生活習慣を身につける。
・事業主は従業員に対し、職員健診を実施する。
・地域で声を掛け合い、健診を受ける。
・自治会等は健康教室を開くなどして生活習慣改善に向けた健康意識の向上を進める。
・自治協議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。
・地域や関係団体に出向き、健康教育や健康相談を通して市民と顔の見える関係をつくる。
・市民が受診しやすい健診体制をつくる。
・広報やホームページ、メディア等を活用し、健康たんば21第２次計画の取組内容の周知啓発を進める。
市民が健診を受けることだけではなく、自身の健康状態を知ること、生活習慣を見直し実践することを役割に加えました。
事業主の責務を明確にしました。
地域に出向くこと、顔の見える関係づくりを進めることを役割に加えました。
健康たんば21第２次計画の取組みの周知啓発を加えました。

指標名

指標の
区分

単位

H29/30
実績他

Ｈ36
（計画）

方向性

目標設定の理由説明

考え方と算式方法

引用等

健康寿命（男女別）（平均寿命から障がい
期間を引いた年齢）

シンボル指標

歳

男79.25
女84.21

男80.25
女85.21

５年毎に１歳延伸させ
る。
健康生活習慣の継続が
【算出式】
兵庫県健康増進課統計
増加 健康寿命に反映されるた
国勢調査データーを使
め
用し兵庫県健康増進課
にて算出

障がい期間（平均寿命から健康寿命を引
いた年数・男女別）

重点化指標

年

男1.55
女3.09

男1.25
女2.79

５年毎に0.3年減少させ
障がい期間が短くなるこ
る。
兵庫県保健統計年報
減少 とが健康寿命の延伸に
【算出式】
つながるため
平均寿命 - 健康寿命

男9.6
女5.0

最近5年間の実績の平
65歳未満で死亡する早 均値を0.5%減少させる。
兵庫県保健統計年報
減少 世死亡対策は健康寿命 【算出式】
の延伸につながる
全死亡者に占める65歳
未満死亡者の割合

早世死亡割合（男女別）

重点化指標

％

男7.9
女5.8

1

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

健康寿命が延びているかどうかを知るためには、障がい期間が短くなっていること、早世死亡割合が減っていることが重要な視点
であるため。

施策名

1

2

展開方針

健康たんば21第２次計画の ・ 地域や各種団体で健康教室を実施し、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。
周知啓発
・ 悩みや不安のある市民が家庭や地域で孤立しないよう、声を掛け合える関係づくりのために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。
・さまざまな機会、関係部署や関係団体と連携し、健康に関する情報発信に努め、ぐっすりすやすや運動を広め、睡眠の大切
さ、生活習慣の改善を周知啓発します。
受診しやすい健診体制の構 ・ミルネ健診センター、医師会や歯科医師会と協議を進め、市民が希望する日に受診しやすい体制の整備に取り組みます。
築
・ 乳幼児健診の受診率100％を目指し、家庭訪問やこども園訪問を実施するなど、未受診者を出さない健診に取り組みます。
・ 健診に関する情報提供を行い、健診受診の意識向上、動機づけを行います。
・安心安全を基本としながら、市民が自分の希望により地域巡回健診、医療機関や健診センターでの健診を選択できる体制の構
築に取り組みます。
生活習慣病重症化予防

3

・ライフステージを通じて、食の大切さを伝える食育事業を実施し、望ましい食習慣の確立を推進します。
・運動不足の解消に向け、自治会等と協賛しウォーキング教室、ノルデックウォーキング教室等、取り組みやすい運動事業を推進
します。
・健診結果を正しく理解し、生活習慣改善に取組めるよう支援します。
・タバコがもたらす害を周知啓発し、受動喫煙の防止を推進し、循環器疾患、肺がん等を予防する。

他部署と連携する施策展開
施策名
展開方針
・健康たんば21第２次計画の 地域づくり事業と連携し、自治会等での健康教室の開催、健康情報の周知啓発を実施します。
周知啓発
小中学校における喫煙防止教育・睡眠学習教室、小中高校生食育講座、PDCA大会での講演
・生活習慣病重症化予防
（まちづくり部・教育委員会）
特定健診、後期高齢者健診の実施主体である保険者である丹波市国民健康保険、後期高齢者保険の事務局と連携し、受診し
・受診しやすい健診体制の やすい健診体制の在り方を検討します。また、国保の医療費分析を活用した生活習慣病重症化予防に取組みます。
構築
・生活習慣病重症化予防
健康たんば21第２次計画の取組みの周知啓発から、健診受診へ、そして生活習慣の改善による重症化予防を推進することに
前期基本計画から見直した視点 よって健康寿命の延伸を目指す方向性を明確にしました。
（見直した理由など）
○健康たんば21第２次計画 ○丹波市食育推進計画（第３次）
関連部門別計画

2

後期基本計画 施策改訂シート
代表部署名
1

基本目標/まちづくりの目標

施策目標

記入者

みんなで支え、育む生涯健康のまち

【１－２医療】安心して生活できる医療環境をつ
くろう

部署

地域医療課
地域医療課

地域医療課
関連部署 健康課

役職氏名 課長 田口健吾
国保診療所
国保・医療課

看護専門学校
県立柏原病院と柏原赤十字病院が統合され、「兵庫県立丹波医療センター」が開院しました。柏原赤十字病院が担っていた専
門外来、入院機能については、県立丹波医療センターへ引き継がれ、外来での総合診療、健診、訪問看護については、市が「ミ
ルネ診療所」、「ミルネ訪問看護ステーション」を設置して、県を指定管理者として平成31年度から業務を開始しました。
これまで期日を設定して行っていた集団健診をミルネ診療所の健診センターで市民が都合の良い日に受診できるようにするこ
とで、健診受診者を増やし、病気の早期発見に努めるとともに、病気を発見した場合にはミルネ診療所での診療や隣接の外来診
療や県立丹波医療センターへの紹介等、市民の健康づくり、早期治療につながるように取り組みます。
医師が不足したことにより、外来診療や入院だけでなく、特に救急の受け入れ割合が少なくなっいた県立柏原病院について
は、市、県、神戸大学が連携した医師確保のための事業などにより、県立丹波医療センターの医師数がある程度回復してきたこ
とから、市内患者の受け入れ割合が増えてきていますが、引き続き、県等と連携しながら医師確保をはじめとする地域医療対策
に取り組み、安心して医療を受けることができる環境を作っていく必要があります。
国保青垣診療所については、青垣地域に無くてはならない医療機関として引き続き現体制を堅持していきます。
市内の医療機関で働く看護師確保のため、丹波市立看護専門学校の新校舎や学生寮など、新たな魅力を発信しながら学生
の確保に努めていきます。
福祉医療については、県や他市町の取り組み、経済状況の変化など状況に応じた福祉医療制度のあり方を検討します。

現状と課題

他部署と連携して解決すべき課題
（相手部署名）

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

めざすまちの姿（ビジョン）

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
役
割
分
担

市民・事業者の
役割

（
ミ
地域の役割
ッ
シ
行政の役割
ョ （目標達成に向け、市民がす
ン
ること、行政がすることを箇
）
条書きで記述）

・県立柏原病院と柏原赤十字病院の統合後の市の役割を果たしていくこと
・健診につては、市の施設で行っていくことにより受診しやすい環境を構築していく
・青垣地域は国保青垣診療所以外には１医療機関しかなく、国保青垣所は青垣地域にとっては大きな役割を果たしていること
・看護専門学校については、平成31年９月に新校舎へ移転開校することや、石生駅西側に学生寮を整備したこと等新たな魅力
を発信する
・福祉医療費は、制度による影響を判断し、市独自の取り組みが必要かどうか考えていく必要がある
・一次救急を担う市内の診療所等と二次救急を担う病院が連携するとともに、市民はかかりつけ医を持つことで地域医療を守り育
てています。
・ミルネ診療所の健診センターの開設により、健診受診率が向上して、病気の早期発見が出来ており健康寿命が延伸していま
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。
・ミルネ診療所内に健診センターに設置することで、受診者の都合が良い日時に受診できる環境が出来る。
・健康センターミルネに隣接して県立丹波医療センターが設置される。
・市民は、健康診査を受け、異常があった場合は、医療機関の適正な利用と早期治療を心がける。
・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。
・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。
・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。
・夜間診療の廃止に伴う削除

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
指標の
区分

指標名

単位

H29/30
実績他

Ｈ36
（計画）

方向性

目標設定の理由説明

かかりつけ医を持つ市民の割合

シンボル指標

％

81.2

80.0

市民活動などからかかり
つけ医を持つ市民割合
現状維持 は県下平均より高い。現
状を維持すしていくこと
が重要である。

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

シンボル指標

％

61.1

66.0

市内医療機関に対する
現状維持 市民の意識がわかる指
標であるため

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

考え方と算式方法

丹波地域（丹波市・篠山
市）の指標を重点化指
標にしているが、篠山市 兵庫の豊かさ指標
の影響も感がえらること （丹波地域）
から、現状の端数切捨
てにより算出
現状61.1％
毎年1％増加させるとす
市民意識アンケート
ると、61＋1％×5年＝
66％

・指標については見直しは行わない。
・県立丹波医療センター、ミルネ診療所開設に伴いこれまでの地域医療への考え方の変化を確認する必要がある、

3

引用等

施策名

1

2

3

展開方針

①地域医療・在宅医療サー ・市が設置するミルネ診療所、休日応急診療所と隣接して県立丹波医療センターが整備された地理的優位性を発揮できることか
ビスの充実
ら、市の施設と県立丹波医療センターとの連携を密にします。
・ミルネ診療所、ミルネ訪問看護ステーションについては、県を指定管理者としたことで、県立丹波医療センターとの連携をより密
にできるようにします。
・期日を設定して行っていたバスの巡回による集団健診を平成32年度からミルネ診療所で行う施設健診に変更することから、市
民が都合の良い日時に受診できる環境を構築します。
・ 国保青垣診療所では、地域の包括的な一次医療施設として、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、ミルネ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 ・ 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
実
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 ・看護専門学校新校舎、学生寮の設置など、新たな魅力を発信することで学生を確保し、看護師国家試験の100％合格をめざす
の育成
とともに、地域医療に貢献できる看護師を養成します。

他部署と連携する施策展開（相手部署名）
施策名

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

展開方針

・ミルネ診療所、ミルネ訪問看護ステーションを県を指定管理者として運営すること
・看護専門学校校舎を新築し平成31年９月に移転開校したこと
・看護専門学校学生寮を新築し平成31年４月に使用を開始したこと
・ミルネ診療所と県立丹波医療センターの電子カルテを１システム２施設対応としたことで、患者の同意があれば相互参照出来、
緊急時にも治療暦を確認できる関係としたこと

関連部門別計画
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後期基本計画 施策改訂シート
代表部署名
基本目標/まちづくりの目標

施策目標

1

みんなで支え、育む生涯健康のまち

【１－３地域福祉】支え合いのこころを育もう

記入者

部署

社会福祉課
社会福祉課

役職氏名 係長 森本 英行

社会福祉課
関連部署 くらしの安全課

近年、少子高齢化に加え、世帯規模の縮小、ライフスタイルの多様化、また地域での人間関係の希薄化等、様々な社会情勢
の変化に伴って、これまでの制度ごとによる福祉サービスでは対応が難しい「制度の狭間」の問題や、「同一世帯に複合する課
題や問題を抱えている世帯への対応」が重要な課題となっています。
その背景には、家族や地域、また職域等とうまくつながれない人の問題（社会的孤立）が深刻化していることもその要因の一つ
と考えられ、そのうえ地域に埋もれている生活・福祉課題の発見及び対応の遅れ等が、生活困窮等のより大きな問題へと繋がっ
ていることもあります。
このような状況の中、制度や分野ごとの「縦割り」や「支える側」、「サービスを受ける側」等という関係を超えて、地域住民や地域
の多様な主体が「我が事」として捉えながら、人と様々な地域資源が世代や分野を越えて「丸ごと」つながる地域共生社会の実現
に向けた取組みを進める必要があります。
しかしながら、丸ごとつながるうえで、地域の中で最も身近な相談先であり、行政や様々な支援機関へのつなぐ重要な役割を担
う民生委員・児童委員のなり手が不足しており、そのうえ１期（３年）ごとに交替されることからベテランが減り、結果的に相談者との
関係がより身近になることから、身近すぎて相談まで至らないこと、また、地域内での支援組織と成り得る老人クラブの会員増が
見込めない現状も懸念されるところです。

現状と課題

・「地域づくり」と「地域福祉」との連携（まちづくり部市民活動課）
他部署と連携して解決すべき課題 ※ともに地域における生活課題等の把握と解消に向けた取組みを進めるには、地域内での共助意識の醸成と行政側として必要
（相手部署名）
な支援に関する考え方や方向性を同じくする必要があるため。
・全国的に懸念されている傾向を示したうえで、当市の実情に合わせた見直しを行う。
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

めざすまちの姿（ビジョン）

・市民の誰もが、隣近所での声かけや顔の見える良好な関係を築き、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。
・市民の誰もが、年齢や性別、障がいの有無等に関わらず、それぞれ役割を持ち、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。
・市では、地域住民が主体となった活動に対する支援や包括的な相談支援体制が整っています。
・社会福祉法の改正（H30.4.1施行）趣旨に基づき、市が目指すべき地域福祉の姿について追記する。

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

市民・事業者の
役割

・困りごとを抱えている住民の課題を我が事として受け止め、日頃の地域活動の取組みの中で支援の手をさしのべ、必要に応じ
て公的な支援機関等へつなぐ。
・社会福祉協議会と地域包括支援センター等が連携し、専門領域だけでなく複合的な課題等にも対応できる職員等の資質向上
を図る。（丸ごと受け止める機関の育成）
・社会福祉法人の専門性を活かした地域公益活動の推進。（社会福祉充実計画）
・企業や事業所では、多様な働き方を取り入れ、地域づくり活動等にも参加できるように努める。

地域の役割

・困っているときに誰でも声をかけて助け合うことができるための声かけ運動の展開。
・全世代型の支援をアウトリーチにより展開する民生委員・児童委員と地域団体等（自治協議会、自治会、地域づくり推進指導員
等）の連携を行い、民生委員等が活動しやすい環境を構築する。
・住民同士が気軽に立ち寄れて、交流できる地域拠点づくりの検討と整備。（地区又は自治会単位）
・災害時に備えた平常時からの地域づくりを推進。（自主防災組織体制の強化）

役
割
分
担
（
ミ
ッ
シ
ョ
ン

・総合計画やまちづくりビジョン等と整合性を図り、地域福祉を進める圏域（エリア）の設定を行う。
・圏域ごとに地域の生活課題の解決を目指した住民等（自治協議会、自治会、専門職、行政、社協等）が協議・協働する地域福
祉ネットワーク（生活支援サービス体制整備事業）の進化を推進する。
行政の役割
） （目標達成に向け、市民がす ・現状のネットワークの取組で解決困難な課題解決に向けた発展的な仕組みづくりの構築。
ること、行政がすることを箇 ・全世代や世帯を対象とする包括的な相談支援体制の構築。（総合相談窓口の設置等）
・権利擁護支援に向けた体制の整備。（権利擁護センターの設置等）
条書きで記述）
・住民の地域づくり活動のきっかけづくりを支援する。（気軽に楽しく参加できる身近な活動の場の提供等）
・市職員の意識改革。（分野横断的な人材の養成）
・社会福祉法の改正（H30.4.1施行）趣旨に基づき、それぞれの役割を明示する。
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

5

指標の
区分

指標名

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

生活支援サービス体制整備事業における
第2層協議体の整備状況

シンボル指標

シンボル指標

地域包括支援センター及び総合相談窓口 重点化指標
での相談件数

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

単位

％

箇所

件数

H29/30
実績他

Ｈ36
（計画）

方向性

2

3

考え方と算式方法

50％

8箇所
25箇所
11箇所 （H32目標）

地域の生活課題等の把
握及び解消に向け各地
市内25地区のうち、協 介護保険課の実績
区に協議会の設置を推
増加
議体設置数（目標は25 集約結果（社協委託
進しているため、その設
箇所設置）
事業）
置状況を指標として設定
する。

－

相談件数は、地域の経
済的な状況等の影響が
大きく、単に多いから良
いとは言えないが、丁寧 3圏域の地域包括支援 介護保険課及び総
増加 に整理しておく必要があ センター及び総合相談 合相談担当課の実
り、他市町の状況と比較 窓口（H32.4.1～設置） 績集約結果
することで、地域の特徴
や課題を分析・検討する
素材にもなる。

29.9％
30.3％

（要調整）

・市民アンケート調査項目として挙げる「自治会等が行う地域活動やボランティア活動への参加」について、住民の自治会加入状
況等を考慮した場合、概ね７割が何らかの自治会活動等に参加しているという結果であったが、ボランティア活動と自治会の活
動を同じ項目で問うことは視点がぶれると考えるため指標からは除外することとする。（ボランティアは解釈によって回答の幅が広
い）
・また、市が地域福祉を進めるうえで必要な指標を２項目追加する。（身近な圏域で生活課題を把握及び解決するための協議会
の設置状況及び、市が平成32年４月から設置を予定する総合相談窓口等への相談件数）
展開方針

地域住民や地域団体等で構 ・市の実情に応じた重層的な圏域の設定（地区を基本とする）
成するネットワークの構築
・生活支援サービス体制整備事業における協議体の設置推進（各地区）
・地域の生活課題等の把握及び解決に向けた発展的な仕組みづくりの推進
包括的な相談支援体制の構 ・総合相談窓口の設置（生活困窮者等の相談窓口拡充型）及びその他の関係機関との連携促進
築
・民生委員・児童委員と地域団体等との連携推進
・地域の生活課題等の解決のための多職種及び地域との連携促進
・権利擁護支援体制の充実（権利擁護センターの設置）
地域福祉を推進する人材の ・住民の地域づくり活動のきっかけづくりを支援（補助や交付金制度等を含む）
育成及び地域づくり活動の ・民生委員児童委員の重要な役割を配慮した、担い手の確保対策
活性化
・災害に備えた平常時からの共助体制の推進（災害時要援護者避難支援）
・社会福祉法人の専門性を活かした地域公益活動の推進
・地域を支える団体等の体制強化
・福祉部とまちづくり部との協力体制の構築

他部署と連携する施策展開（相手部署名）
施策名
展開方針
地域福祉を推進する人材の ・福祉部とまちづくり部との協力体制の構築
育成及び地域づくり活動の ※「地域福祉」と「地域づくり」は関連性が強く、目指すべき方向性も同じであるため。
活性化
・社会福祉法の改正（H30.4.1施行）趣旨に基づき、市として目指すべき方向性に対応するために施策を見直す。
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
関連部門別計画

引用等

毎年、市民アンケートの
調査項目として掲げる当 アンケート回答結果の
増加 該項目において市施策 「そう思う」及び「まあそう 市民意識アンケート
の展開状況による市民 思う」の合計割合
意識を確認するため。

施策名
1

目標設定の理由説明

丹波市地域福祉計画（丹波市地域福祉活動促進計画）
※H31～H32の2年間で計画改定を予定している。
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後期基本計画 施策改訂シート
代表部署名
基本目標/まちづくりの目標

施策目標

1

記入者

みんなで支え、育む生涯健康のまち

介護保険課

部署

介護保険課

役職氏名 谷口 正一

介護保険課
【１－４高齢者福祉】高齢者が生きがいを持って 関連部署 社会福祉課
暮らせるようにしよう
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していくためには、元気なときから生きがい創造や介護予防の取り組んでいくことがますます重要となって
きます。より多くの高齢者が介護予防や重度化を防止できるよう、体操や講座などが実施されていない地域へのアプローチや、
「いきいき百歳体操」をはじめとした住民主体の取り組みを支える人材の育成、それらの取組が継続されるよう支援していくことが
必要です。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。

現状と課題

他部署と連携して解決すべき課題
（相手部署名）
丹波市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画第7期計画の考え方を導入
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

めざすまちの姿（ビジョン）

・ 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。
・ 高齢者自らの豊かな知識・技術・経験を活かして高齢者が社会活動に参加しており、地域が一体となって高齢者を支えてい
る。
・高齢者を地域が一体となって支え合う体制づくり。

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
役
割
分
担

市民・事業者の
役割

（
ミ
地域の役割
ッ
シ
行政の役割
ョ （目標達成に向け、市民がす
ン
ること、行政がすることを箇
）
条書きで記述）

・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。
・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。
・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。
特になし

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
指標の
区分

指標名

単位

H29/30
実績他

Ｈ36
（計画）

各種介護予防講座受講者数

シンボル指標

人/年

7,024

7,600

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

シンボル指標

％

43.3

50.0

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

方向性

目標設定の理由説明

考え方と算式方法
高齢化が進む中で、高
齢者が自立した生活を
営めるように講座の参
自立して生活していくた 加者
増加
めの支援
1678人（78回）
いきいき百歳体操参加
者
5346人（377回）
客観的な満足度の向上 いつまでの健康で生き
増加 を目標値として設定す
がいのある人生を送りた
る。
いと思える人数の増加

引用等

各種講座参加者数
いきいき百歳体操参
加者数

市民意識アンケート

・各種介護予防講座受講者については、一般介護予防講座（出前講座）といきいき百歳体操の参加者を合わせた数を目標数値
としている。

7

施策名
1

2

①生きがいづくりの場の形
成

展開方針
・ 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。
・ 健康センターミルネに設置した市直営の基幹型包括支援センターを拠点として、東部・南部・西部の地域包括支援センターが
連携し、医療と介護の連携の推進。

3
他部署と連携する施策展開（相手部署名）
施策名
社会福祉課

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
関連部門別計画

展開方針

・健康センターミルネに基幹型包括支援センターを設置、東部地域包括支援センターを新たに設置し3圏域の地域包括支援セ
ンターが連携し地域包括ケアシステムの推進。
○丹波市地域福祉活動推進計画
○丹波市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

8

後期基本計画 施策改訂シート
代表部署名
1

基本目標/まちづくりの目標

記入者

みんなで支え、育む生涯健康のまち

障がい福祉課

役職氏名 谷水 仁

障がい福祉課

【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

障がい福祉課

部署

関連部署

障がいのあるなしに関わらず、こどもから高齢者まで誰もが互いに人格と個性を尊重し支えあう『共生社会』を実現するために、
一人ひとりが社会の構成員として社会活動に参加できるような取組が必要です。
平成28年4月１日の障害者差別解消法の施行により、障がいのある人にとって日常生活や社会生活を送るうえでの社会的障壁
を除去するための適切に合理的配慮が提供されるよう障がいへの理解・啓発の促進をはかりながら、地域住民との交流の機会を
拡大し、社会参加を促進することが重要となります。
また、これまで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、設置についての検討を進めいた基幹相談支
援センターを平成30年度に設置し、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よう取り組んでいきま
す。
そして、就労機会が保障されるよう、就労体験を含めて雇用の場の確保や環境の整備に取り組みます。
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
及びひかみ障害者・児生活支援センターを福祉型児童発達支援センターとして、丹波市健康センターミルネ内に機能移転し丹
波市の療育支援の拠点として適切な療育相談や療育の提供、保健、医療、福祉と教育の連携により、一人ひとりの個性や特性
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。

現状と課題

他部署と連携して解決すべき課題
（相手部署名）
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

めざすまちの姿（ビジョン）

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
役
割
分
担

市民・事業者の
役割

（
ミ
地域の役割
ッ
シ
行政の役割
ョ （目標達成に向け、市民がす
ン
ること、行政がすることを箇
）
条書きで記述）

・平成２８年４月１日施行の障害者差別解消法の考え方を導入
・H30年に策定した「丹波市障がい者・障がい児福祉プラン」に基づく視点の整理
・H30年7月設置する「丹波市健康センターミルネ」の視点を導入
・ 障がいのある人もない人も、こどもから高齢者までだれもが互い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。
H30年度より、児童福祉法の改正により、障がい児福祉計画の策定及び障害者総合支援法の改正による、共生型障害福祉サー
ビスの取り組みを強調するために修正した。
・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。
・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。
・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。
特になし

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
指標の
区分

指標名

単位

H29/30
実績他

Ｈ36
（計画）

方向性

年間生活相談件数

重点化指標

件

未確定

2,900

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

シンボル指標

％

0.98
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前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

目標設定の理由説明

増加 相談支援

考え方と算式方法

引用等

・委託相談支援件数
・計画相談支援件数
・相談員（身体・知的・ 相談支援件数（実
精神相談実績件数
績）
・障がい福祉課窓口受
付

H26年度16％
客観的な満足度の向上
H30年度21％
増加 を目標値として設定す
５年間で５％の上昇
る。
21＋５＝26％

市民意識アンケート

年間相談件数H21年度1,857件、H22年度2,645件、H23年度2,302件、H24年2,532件、H25年度3,436件、H26年度1,962件、H27
年度2,138件、H28年度2,292件、H29年度2,615件とH25年度が3,436件と突出して多く、H25年度を基本にH31年度を3,600として
いたため目指す値とはかけ離れた結果となっているため、H25年度を除く実績値より再度設定をする。
H26～H29年度の平均相談件数 2,251件
最高値（H29）2,615-2,251＝364（平均との差）
2,615+364＝2,979≒2,900件

9

施策名

・ 基幹相談支援センターを中心とした相談支援体制の整備や相談支援事業所の拡充・人材育成を図り、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。
・障がい者雇用に関し深い理解と実績がある一般企業の業績対し感謝状を贈呈し障害者雇用の促進を図る。
【関連】1-3③要保護者への相談支援の体制づくり

1

2

3

展開方針

①相談支援体制の充実

③虐待を防止する体制の充 ・ 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
実と権利擁護
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。
【関連】1-6③児童虐待を防止する体制の構築、1-3②地域福祉活動の活性化、1-7②地域包括ケアシステムの構築
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、県立病院に隣接する丹波市健康センターミルネ内へ機能移転する
市立こども発達支援センター・ひかみ障害者・児生活支援センターを福祉型児童発達センターとして地域療育の拠点とし保健、
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。

4

5

他部署と連携する施策展開（相手部署名）
施策名
展開方針
③社会福祉課、介護保険
高齢者・児童・障がい者など複雑に絡み合う困難事例等スムーズな対応と虐待を防止するための啓発等を一体的に進めるため
課、子育て支援課
『権利擁護センター』を各課連携のもと設置に向けて取り組む。
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

①基幹相談支援センターの関連を記載
②H26年からの感謝状贈呈事業を記載
③健康センターミルネに関連する事項を記載

関連部門別計画

○丹波市地域福祉促進計画
○障がい者・障がい児福祉プラン（第３期丹波市障がい者基本計画、第５期丹波市障がい福祉計画、第１期障がい児福祉計画）
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後期基本計画 施策改訂シート
代表部署名
基本目標/まちづくりの目標

施策目標

1

みんなで支え、育む生涯健康のまち

記入者

部署

子育て支援課
子育て支援課

役職氏名 係長 広瀬慎一

子育て支援課
【１－６子育て支援】子どもを産み育てやすい環 関連部署 社会福祉課
境をつくろう
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24年8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。
また、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、家庭や児童を取り巻く環境など相談内容
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、保護者が障がいや精神不安を抱えた養育不安家庭で
は、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。このことから、関係機関との連携を着
実に行っていく必要があります。

現状と課題

他部署と連携して解決すべき課題
養育不安家庭の相談・支援（健康課・障がい福祉課・社会福祉課・学校教育課）
（相手部署名）
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

めざすまちの姿（ビジョン）

養育不安家庭の相談・支援にあたっては、関係機関との連携を着実に行っていく必要がある。（児童・家庭をめぐる関係機関の
連携の必要性・社会の要請が増しているため。）
・ 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。

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

役
割
分
担

市民・事業者の
役割

地域の役割

（
ミ
ッ
シ
行政の役割
ョ （目標達成に向け、市民がす
ン
ること、行政がすることを箇
）
条書きで記述）
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

・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。
・地域やNPO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。
・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。
・NPO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。
・児童虐待やひとり親家庭等の養育不安家庭に対する相談・連携機能を強化するとともに、生活支援を行う。
ひとり親家庭に加えて、その他養育不安家庭に対する相談・連携強化の必要がある。（養育不安を抱える家庭は、ひとり親家庭
の他にも、知的障がい・発達障がい・精神不安を抱える保護者家庭においても少なくない。また、相談機能強化のために、連携
会議等の開催や複数の関係機関同席での相談対応等、連携を着実に行っていく必要があるため。）
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指標の
区分

指標名

子育て学習センター年間延べ利用者数

市の子育て支援・環境への満足度

重点化指標

重点化指標

地域全体で子育てを支えていると感じてい 重点化指標
る市民の割合

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

単位

人

％

％

H29/30
実績他

51,763

49

47

Ｈ36
（計画）

方向性

2

3

①子育て支援の充実

考え方と算式方法

引用等

地域子育て支援拠点で
ある子育て学習センター
利用者数が増えること
増加
で、地域で孤独に子育て
している保護者が減少す
ることが期待される。

【算出式】H29の実績値
を基に毎年2％（約
1,000人）増加させる。
約52,000人(H29)＋
（1,000×５年）＝57,000
人

59

市の子育て支援や環境
について、どれぐらい満
増加
足しているかを把握する
ため

【算出式】H30の「高い」
「やや高い」と回答した
丹波市子ども・子育
割合を基に毎年2％増
て支援事業に関する
加させる。
アンケート
49％(H29)＋（2％×５
年）＝59％

57

【算出式】H30の「そう思
う」「まあそう思う」と回答
地域全体で、子育てを支
した割合を基に毎年2％ 市民意識アンケート
増加 えているという実感を把
増加させる。
調査
握するため
47％(H29)＋（2％×５
年）＝57％

57,000

保護者同士、また地域と繋がりながら子育てできているかの指標として、地域子育て支援拠点である子育て学習センター利用者
数を挙げるもの。この利用者数が増えることで、地域で孤独に子育てしている保護者が減少することが期待される。
また、市の子育て支援や環境について、どれぐらい市民が満足しているかを把握するため、子ども・子育て支援事業計画の進
捗・成果を計る目的で、毎年度、認定こども園やアフタースクールの利用児童の保護者等に取っている丹波市子ども・子育て支
援事業に関するアンケートの中の、「丹波市における子育て環境や支援への満足度」の項目の回答結果を指標として挙げる。
子育て自主グループ数・参加者数の指標については、子どもが小学校・こども園に入った、保護者が就労したなどの理由で、グ
ループへの参加をやめる者もいるため、削除するよう見直す。

施策名

1

目標設定の理由説明

展開方針
・ 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、PTA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。
【関連】1-3②地域福祉活動の活性化 5-1③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、5-4①幼児教育・
保育の充実 5-4②特別保育の充実 5-4③子育て拠点の充実

・ 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
②子どもを見守り育てる体制 めます。
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
③児童虐待を防止する体制
関と連携を図りつつ、適切な心のケアに取り組みます。
の構築
【関連】1-3②地域福祉活動の活性化 1-5③虐待を防止する体制の充実と権利擁護
5-4②特別保育の充実 5-4③子育て拠点の充実

他部署と連携する施策展開（相手部署名）
施策名

展開方針

③児童虐待を防止する体制
健康課・障がい福祉課・社会福祉課・学校教育課
の構築
③見直し無し。
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
○丹波市子ども・子育て支援事業計画(Ｈ27～予定）
関連部門別計画
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後期基本計画 施策改訂シート
代表部署名
1

基本目標/まちづくりの目標

施策目標

記入者

みんなで支え、育む生涯健康のまち

介護保険課

部署

福祉部

役職氏名 谷口 正一

介護保険課

【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

関連部署

地域包括ケアシステムを強化するための介護保険法等の改正が平成29年5月に行われ、市においても地域包括ケアシステム
を推進するとともに、丹波市健康センターミルネ内の市直営基幹型地域包括支援センターが、東部、南部、西部の3圏域に設置
している地域包括支援センターを統括し、在宅医療・介護の連携の深化・推進に向け高齢者福祉サービスの充実や介護保険制
度の持続可能性を維持し、高齢者が活躍する社会参加の機会を増やし、豊かな地域力の向上に取組んでいるところです。
今後において、高齢化率の上昇に伴い、老々介護、高齢者虐待といった介護問題に対し、認知症の方への支援、高齢者の権
利擁護などの体制整備とともに地域で見守り合う体制を構築し、より多くの高齢者が介護予防・重度化防止に繋がる「いきいき百
歳体操」をはじめとした住民主体の取り組みを支える人材育成などの取組みを継続させ、高齢者ができる限り住み慣れた地域で
生活できるように介護予防や在宅サービスを充実させるなど、行政が地域と一体となって支援していくことが必要となっています。

現状と課題

他部署と連携して解決すべき課題
（相手部署名）
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

めざすまちの姿（ビジョン）

・地域と住民が主体として支援していく取組が必要であること。
・在宅での生活を地域が支援していく体制づくり。
・安心して暮らせる環境の整備。
・ 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。更に在宅介護
に向けたサービス体制の充実、医療と介護の連携による在宅で生活し続けられる環境整備を目指します。
・安心して暮らせる環境の整備

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
役
割
分
担

市民・事業者の
役割

（
ミ
地域の役割
ッ
シ
行政の役割
ョ （目標達成に向け、市民がす
ン
ること、行政がすることを箇
）
条書きで記述）

・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。
・介護保険制度、介護予防等への認識や理解を深めるため、地域でも学習会・出前講座や研修会など積極的にに開催し介護保
険制度、地域で支え合うことの必要性を認識し、高齢者を地域で見守り支え合う体制づくりに取り組む。
・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。
地域の役割について、地域が自主的に取組む学習会などを積極的に開催することを加え、地域力の向上を目指す。

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
指標名

要介護認定率

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

指標の
区分

重点化指標

重点化指標

単位

％

％

H29/30
実績他

19.8

35.5

Ｈ36
（計画）

方向性

目標設定の理由説明

考え方と算式方法

引用等

22.0

被保険者数が増加する
中で介護予防事業の効
減少 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。

被保険者数が増加する
中で、介護予防事業を
施策評価シート
実施し介護認定率を
22%以下に設定

50.0

高齢者が住み慣れた地
域で暮らし続けられる環
増加 境として、在宅サービス
に対する満足度を把握
するため。

市民アンケートから介護
保険サービスの提供体
制の整い具合を問い、
市民意識アンケート
整っていると感じている
回答を50%以上として行
く。

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
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施策名
1

2

①安心できる地域に密着し
た介護サービスの充実

展開方針
・ 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 ・ 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
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。
・ 健康センターミルネを拠点とした医療と介護の連携を強化し、3圏域に設置した地域包括支援センターと共に市内の医師と介
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】1-3②地域福祉活動の活性化 1-4②健康で暮らせる体制づくり、1-5③虐待を防止する体制の充実と権利擁護

3
他部署と連携する施策展開（相手部署名）
施策名

展開方針

健康センターミルネを医療と介護の拠点としたことを加えた。
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
関連部門別計画

○丹波市地域福祉活動計画
○丹波市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
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後期基本計画 施策改訂シート
代表部署名
1

基本目標/まちづくりの目標

記入者

みんなで支え、育む生涯健康のまち

健康部

役職氏名 課長 山本 崇

国保・医療課

【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

施策目標

国保・医療課

部署

関連部署

国民健康保険の加入者が減少する中で、１人当たりの医療費は益々増加し、低所得者が多いことからも、国民健康保険の財政
は非常に厳しく、平成30年度からの県域化により、県への納付金が増すことにより国保税を引き上げざるを得ない状況にあり、被
保険者の税負担が多くなっています。このような状況の中で、被保険者の健康を維持し、将来の医療費抑制につながるよう、さら
に特定健康診査・特定保健指導等保健事業に取り組む必要があります、また、市民にとって受診しやすい健診体制の構築が求
められるところです。
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今後も重要な課題です。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、制度に対する情報提供を積極的に行う必要があります。

現状と課題

他部署と連携して解決すべき課題
（相手部署名）
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

めざすまちの姿（ビジョン）

平成31年度に健診センターミルネが開設することにより、市の施設での健診実施が可能となることに合わせ、市民にとって受診し
やすい新たな健診体制の構築をめざします。
・ 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。
見直し無し

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
役
割
分
担

市民・事業者の
役割

・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。

・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。
（
ミ
地域の役割
ッ
シ
行政の役割
・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。
ョ （目標達成に向け、市民がす ・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。
ン
ること、行政がすることを箇 ・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。
）
条書きで記述）
見直し無し
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
指標名

【国民健康保険】
特定健診受診率

【国民健康保険】
特定保健指導受診率

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

指標の
区分

シンボル指標

シンボル指標

シンボル指標

単位

％

％

％

H29/30
実績他

40.7

32.8

25.8

Ｈ36
（計画）

方向性

目標設定の理由説明

考え方と算式方法

引用等

60.0

特定健診の受診率向上
により、疾病の早期発
増加 見、早期治療による健康
寿命の延伸へとつなげる
ため。

国保被保険者の40歳～
74歳の特定健診対象者
の受診率Ｈ29の実績
厚生労働省の第３期
40.7％を毎年4％づつ 特定健康診査等実
増加。
施計画の手引きから
40.7％(H29)＋（4％×5
年)＝60％

60.0

特定保健指導の利用率
向上により、生活習慣病
増加 の発症・重症化を予防
し、医療費の適正化へと
つなげるため。

健診結果に基づき、階
層化した対象者の利用
厚生労働省の第３期
率Ｈ29の実績32.8％を
特定健康診査等実
毎年5.5％づつ増加。
施計画の手引きから
32.8％(H29)＋（5.5％×
5年)＝60％

50.0

【算出式】H29の実績値
特定保健指導により生活
を基に毎年5%ずつ増
習慣の改善につながっ
増加
加。
市民意識アンケート
ているか、市民の実感を
25.8％(H29)＋（5％×5
把握するため
年)＝50％

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
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施策名

1

2

3

展開方針

・ 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。また、より受診しやすい健診体制を整えるために、平成31年度に健診センターミルネが開設することにより、市民の都
①特定健診・特定保健指導 合に合わせて健診ができる新たな健診体制を構築し、生活習慣病の予防や早期発見・早期治療を支援します。
の受診率向上
・ 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。
【関連】1-1②健診等の充実
・ 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
②後期高齢者医療制度の啓 率の向上に努め、より一層適正かつ円滑な運営を行います。
発
・ 市町村国保財政運営の県単位化や社会保障制度改革により、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
③国民健康保険税の適正な 者への意識啓発や納付相談及び滞納整理を強化し、より一層の収納率向上に取り組みます
賦課・徴収
・ 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、情報を提供ときめ細かい周知を行います。

4

5

④国民健康保険制度の積極
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
⑤国民年金制度の積極的な 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。
情報提供と制度周知

他部署と連携する施策展開（相手部署名）
施策名
展開方針
①特定健診・特定保健指導 健康部 健康課と連携し市民の健康増進に資するために、特定健診・特定保健指導の充実を図る。
の受診率向上
見直し無し
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
○丹波市国民健康保険特定健康診査等実施計画
関連部門別計画
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後期基本計画 施策改訂シート
代表部署名
2

基本目標/まちづくりの目標

施策目標

記入者

誰もが住みたい定住のまち

【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

公営住宅・開発指導課

部署

公営住宅・開発指導課

役職氏名 係長 向井克仁

公営住宅・開発指導課
関連部署 都市創造課

農林整備課
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、さらなる人口減少の進行により、まち全体の活力の低下が危惧されることから、より一層の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・充実を図る
ため、社会環境の変化に対応した、効率的で持続可能な土地利用方針を定める必要があります。
そのため、平成24年12月に策定した「丹波市都市計画マスタープラン」の見直しを図り、適正な土地利用規制と誘導方策を、さら
に進展させていきます。
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。

現状と課題

他部署と連携して解決すべき課題 社会環境の変化に対応するため、「丹波市都市計画マスタープラン」の見直し。
（相手部署名）
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

めざすまちの姿（ビジョン）

・丹波市全体の適切な土地利用を考えるため、「丹波市都市計画マスタープラン」の見直しを追記した。
・災害時における地籍調査の役割の重要度がましているため、追加した。
・山林部の調査については、両森林組合の協力がなければ、進捗が困難であるため、追加した。
・立会い時の困難な事例について、より詳細に表記した。
・ 都市施設の集積状況を基盤としたゾーニングの設定により、地域の特性に応じた土地利用の誘導が図られているとともに、地
籍調査により土地境界が明確にされることで災害に強い街づくりができ、市民の資産の保全と土地の有効な利活用が促されま
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。
・地籍調査のメリットとして、災害に強い街づくりを第一にあげることとします。

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

役
割
分
担

市民・事業者の
役割

・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。
・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。

地域の役割
（
ミ
ッ
・丹波市都市計画マスタープランの見直しを進めるため、広域拠点や地域拠点市街地における適正な土地利用の規制・誘導に
シ
向けた調査研究を行う。
ョ
行政の役割
・地籍調査の進捗率を高めるため、実施主体として調査を行うとともに、両森林組合との協力体制を維持し、着実に耕地部及び
ン （目標達成に向け、市民がす
山林部の地籍調査を推進していく。
） ること、行政がすることを箇 ・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
条書きで記述）
秩序な開発を防止する。

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

・有効な土地利用を考えるため、「丹波市都市計画マスタープラン」の見直しを明記した。
・着実に地籍調査を推進するため、山林部の調査体制を支援していくことを明記する。

指標の
区分

指標名

単位

H29/30
実績他

Ｈ36
（計画）

方向性

目標設定の理由説明

考え方と算式方法

特定用途制限地域内における適した建築 重点化指標
物の建設

件

6

16

稲継交差点周辺の有効 特定用途制限地域内の
増加 な土地利用を進めていく 建築確認申請件数（通
ため。
算）

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

％

67.3

65

市民アンケート調査に
自然環境の魅力が、適
て「そう思う」「まあそう思
増加 正な土地利用の確保に
う」と回答する市民の割
つながるため。
合を指標として捉える。

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

シンボル指標

引用等

新病院の建設に伴い、道路網や交通網が整備され、今後は、商業施設が集積している稲継交差点周辺及び新病院周辺の開発
が進むことが予測されることから、特定用途制限地域内における適した建築物の建設を指標とした。
また、前期指標としていた県緑条例を用いた地区整備計画を推進であるが、推奨していくだけでは、市全体の有効な土地利用
の誘導を図ることにはならないため、削除した。
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施策名

1

展開方針

①計画的な土地利用の推進 ・ 県立丹波医療センターの建設など、市の中心部に大規模な公益公共施設の建設など、大きく変わるヒトやモノの流れ、まちの
姿を見据え、都市計画マスタープランの見直しを図り、地域の特性を活かした適切な土地利用の方針を定める。
・ 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。
・ 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。
【関連】4-1②自然環境の保全と創造
②地籍調査事業

2

・ 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。
・ 山林部の調査を進めるため、丹波ひかみ森林組合・丹波市森林組合が実施主体として調査する体制を支援します。

3
他部署と連携する施策展開（相手部署名）
施策名

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

展開方針

・都市の将来像の実現に向け、都市計画マスタープランの改訂により、新たに具体的な都市づくりの目標を定める。
・山林部の地籍調査を着実に進めるためには、両森林組合の協力を得ながら行なう必要があるため。
○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

関連部門別計画
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後期基本計画 施策改訂シート
代表部署名
2

基本目標/まちづくりの目標

記入者

誰もが住みたい定住のまち

未来都市創造部

役職氏名 係長 加賀山敦

都市創造課
関連部署 財政課

【２－２公共交通】公共交通をみんなで支えて
いこう

施策目標

都市創造課

部署

市内の公共交通は、丹波市地域公共交通総合連携計画に基づき、鉄道と路線バスが地域間を結ぶ基幹交通として、デマンド
（予約）型乗合タクシーが公共交通空白地域の解消を図るための生活圏域での身近な生活交通として、普通タクシーは指定した
時間に指定した場所へドアtoドアで行ける最も便利な交通手段として、それぞれ目的に応じて、市民が適材適所に活用すること
を基本としています。
また、市外への広域移動手段としては、鉄道をはじめ、北近畿豊岡自動車道春日和田山道路を利用して、市内に３箇所の高
速バスのバス停が設置されています。
鉄道や路線バスの利用者は、少子高齢化の影響により減少傾向にあるが、今後更に、高齢化の進行により自家用車を運転で
きない市民や公共交通機関を一人で利用できない市民の増加が予測され、日常生活における移動を支える公共交通機関の維
持のために、自家用車の利用から公共交通機関の利用へと市民意識の醸成と生活様式を変えていくことが求められています。
このため、公共交通の利用について、より一層の情報発信や宣伝啓発による利用促進、市内の公共交通機関の連携などによ
る利便性の向上や利用環境の改善に向けた取り組みとともに、公共交通の維持を図るための交通事業者に対する運営支援を
行い、各交通手段のバランスを重視し、公共交通サービスが将来にわたって継続していくよう全体最適を考慮しながら維持、発
展を目指すことで、丹波市スタイルの持続可能な交通体系の充実を図る必要があります。

現状と課題

単独で公共交通を利用できない市民に対する移動支援施策の検討
他部署と連携して解決すべき課題
（福祉関連部署(障がい福祉課・介護保険課)）
（相手部署名）
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

めざすまちの姿（ビジョン）

後期計画の間において、更なる人口減少・少子高齢化が進行することを見据えて、自家用車の運転に依存する生活様式から、
公共交通の利用への転換に向けた市民意識の醸成、既存の公共交通機関の利便性の向上や利用環境の改善に注力する施策
を展開する。
・市民に「公共交通を乗って守る」意識が浸透し、マイカーに依存することなく、買い物や診療、通勤・通学などに利便性が高まっ
た公共交通機関を利用しています。
・公共交通利用者の増加によって、交通事業者は安定した運営を行い、利用環境の改善と利便性の向上につながり、更には市
外からの来丹による交流人口の増加などの好循環が生み出されています。
文章の見直し（趣旨は変更なし）

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

役
割
分
担

市民・事業者の
役割

・市民は、「公共交通を乗って守る」意識のもと、暮らしの中で目的に応じて上手に公共交通を利用する。
・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・充実を図る。
・公共交通の利便性や重要性を理解し利用を促す。

地域の役割

（
ミ
ッ
・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
シ
行政の役割
ョ （目標達成に向け、市民がす 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。
ン
ること、行政がすることを箇 ・鉄道利用者の利便性の向上と更なる利用増進を図るため、JR福知山線全駅へのICOCA対応自動改札機の早期導入に向けた
）
条書きで記述）
取り組みとともに、最終目標であるJR福知山線全線複線化に向けて、県・近隣市との連携、協力を図る。
文章の見直し（公共交通を守る意識の定着・鉄道施策の具体的な取り組みを記載する）
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
指標名
ＪＲ福知山線市内駅年間乗車人員数

指標の
区分

単位

H29/30
実績他

Ｈ36
（計画）

方向性
現状維持

県統計調査から

公共交通を利用している
現状維持 市民の実態を把握する
ため

市民意識アンケート

シンボル指標

人

1,080千人

1,000千人

シンボル指標
定期的に公共交通を利用している市民の割合

％

2.0

2.5

路線バス利用者数

人

73千人

100千人

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

シンボル指標

増加

目標設定の理由説明

考え方と算式方法

引用等

交通事業者より提供

県立丹波医療センターや丹波市健康センターミルネなどの医療施設群の開院に伴って、H31.7にバス路線の再編を行うことか
ら、新たな指標として路線バス利用者数を追加する。
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施策名

1

展開方針

①鉄道機能・駅機能等の改 ・ 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
善要請
つ、県・近隣市と連携しながらJR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JR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PR活動に努めます

2
③公共交通の円滑な連携
3

4

・ 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 ・ 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。
援

他部署と連携する施策展開（相手部署名）
施策名
展開方針
公共交通を一人で利用でき 一人で公共交通機関を利用することが困難な高齢者や障がいがある人等（移動制約者）を対象として、日常生活に不可欠な外
ない人を対象とした移動支 出や社会参加の機会を広げるため、福祉移動支援施策を充足を図ります。
援
（福祉関連部署(障がい福祉
課・介護保険課)）
公共交通の利便性の向上並びに環境整備、利用者の増加に向けた取り組みとともに、一人で公共交通を利用できない市民に
前期基本計画から見直した視点 対する交通施策の充足により、公共交通の利用に対する障壁を取り除き、身近で利用しやすい公共交通体系を構築する。
（見直した理由など）
関連部門別計画
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後期基本計画 施策改訂シート
代表部署名
2

基本目標/まちづくりの目標

施策目標

記入者

誰もが住みたい定住のまち

【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（道・河合体）

道路整備課

部署

道路整備課

役職氏名 係長 澤瀉 良孝

道路整備課
関連部署 河川整備課

①橋梁は、その多くが高度経済成長期に架設され、建設後四十年を経過して老朽化が進行しています。定期点検や現地踏査
に基づき、将来に渡って維持していく道路橋梁を精査し、平成31年度に改定する橋梁長寿命化計画や既定の舗装修繕計画を
着実に実行するとともに、定期的な進捗管理により適宜見直しを行い、長期的な視点のもとでデータベース整備による施設管理
データの有効活用や新たな知見を踏まえた継続的な改善を図り、効果的かつ効率的に修繕や補修を進めていくことが重要で
す。
②道路整備は平成27年度に策定した丹波市道路整備計画に基づき、限られた財源を有効活用出来るよう国庫支出金の確保や
交付税算入率の高い起債の活用等により予算執行を工夫し、効率的かつ効果的な整備に努めていく必要があります。
③道路や河川施設全般において、経年による老朽化が懸念されることから、適切な維持管理や補修による長寿命化を図り、ライ
フサイクルコストの低減や安全性の確保が重要となっています。
④河川整備は、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。
⑤地域で行われる道路や河川等の美化活動へ「参加者している」方が減少傾向にあります。
⑥特に河川の除草作業については、各自治会で取組をしていただいておりますが、高齢化により作業人員の確保が困難になっ
たり、河川や道路などの環境保全に対する意識の希薄化などから自前で取り組む自治会が減少傾向にあります。

現状と課題

他部署と連携して解決すべき課題
（相手部署名）

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

めざすまちの姿（ビジョン）

①平成31年度予定の橋梁長寿命化計画の改定を追記。
②道路整備の予算額は今後も低減が見込まれることから、有利な特定財源確保の必要性を記載。
③長寿命化計画は、H30.1に排水機場の計画を策定したため、「河川」を加筆。
④変更なし。
⑤指標を市民アンケートから引用することから、現状を記載。
⑥実施計画では、河川環境整備事業（河川の草刈）を指標とするため現状を記載。前期の総合計画では、このデータが指標とし
て使用されている。
・ 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。

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

役
割
分
担

市民・事業者の
役割

（
ミ
地域の役割
ッ
シ
ョ
行政の役割
ン （目標達成に向け、市民がす
） ること、行政がすることを箇
条書きで記述）
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

・道路・河川整備における用地取得や物件移転補償に理解を示し、協力する。
・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。
・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、地域で集約し緊急性や必要性を踏まえ優先順位の高いものを選定する。
・豪雨や台風襲来による道路、河川の被災に伴う被害に備えるため、平時から非常時の体制づくりに努め、減災への取組を進め
る。
・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定期的に確認し、早期補修に努め通行等の安全性を確保する。
・災害発生時の体制を確立し、早期の災害復旧を図る。
・地域の要望活動は、地域内で要望事項の優先順位を選定されると市としても対応計画が容易になり、速やかに回答することが
可能となる。また、地域の意向が把握でき今後の整備計画等の参考となる。
・近年多発する大規模災害に備えるため、平時から地域における共助の取り組みを促す。
指標の
区分

指標名

市道改良率

シンボル指標

道路や河川清掃等の美化活動に参加して
いる市民の割合

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

シンボル指標

単位

％

％

H29/30
実績他
53.9

66.1

Ｈ36
（計画）

方向性

目標設定の理由説明

考え方と算式方法

引用等

54.5

第二次丹波市道路整備
計画の完了時(平成37年 市道実延長に対する改 道路橋梁調書(３月
増加
末)から
度)の数値根拠を示すた 良区間の割合
め

70.0

「時々している」者は微
増傾向にあるが「してい
る」者の減少が著しく急
増加
激な増加は期待できな
い。H27の数値に戻すこ
とを目標とする。

市民アンケートで美化
活動に（参加している、
時々している）と回答さ
れた割合

市民アンケート：あな
たは、お住まいの自
治会、小学校区、職
場などで行う美化活
動に参加しています
か。

・指標の数値の捉え方（道路や河川清掃等の美化活動に参加している市民の割合）
前期計画で指標は市民の割合となっているが、数値は河川の活動を行っている自治会数の割合を捉えていた。指標は道
路を含めた数値を求める必要があるため、市民アンケートの結果を指標とする。
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施策名

展開方針

①計画的な道路整備
1

2

・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、国道175号
線(東播丹波連絡道)・国道429号線(榎峠バイパス)、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促進を要望し
ます。
・幹線市道は、地域間の交流・連携強化や、生活の利便性向上、地域経済の活性化を図るため計画的に進めます。
・歩行者の安全や通行の利便性確保等の生活基盤を高めるため、地域の実情に応じて、優先順位を明確化のうえ集落内の生
活道路等の整備を進めます。
②効率的かつ効果的な維持 ・ 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維持し、早期補修に努め事故を未然に防止します。
管理の実施
・ 市道橋の長寿命化は、２巡目となる定期点検を進めながらデータベース整備による施設管理データの有効活用や新たな知見
を踏まえた継続的な改善を図り、専門的技術を駆使して効果的かつ効率的な補修や修繕を実施していきます。道路施設の修繕
は、管理瑕疵事故を未然に防止するため、予防保全※を重視して進めていきます。
③計画的な河川整備

3

・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】4-1②自然環境の保全と創造

他部署と連携する施策展開（相手部署名）
施策名

展開方針

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
○丹波市道路整備計画 ○丹波市橋梁長寿命化修繕計画 ○排水機場長寿命化計画
関連部門別計画
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後期基本計画 施策改訂シート
代表部署名
基本目標/まちづくりの目標

施策目標

現状と課題

2

記入者

誰もが住みたい定住のまち

住まいづくり課

部署

住まいづくり課

役職氏名 課長 前川 康幸

住まいづくり課
公営住宅・開発指導課
【２－４住宅】丹（まごころ）の里に住みたい快適 関連部署 農林整備課
で安全な住環境をつくろう
介護保険課
平成27年度に策定した、市の総合的な住宅政策の指針となる「丹波市住生活基本計画」に基づき、若者の移住・定住促進、空
き家の適正管理と利活用、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、公営住宅の整備・管理の充実に取り
組む必要があります。
そのためには、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）の支援制度や「丹波市空き家等対策
計画」に基づく制度についても引き続き周知するとともに、制度の継続に向けて計画の見直しや各事業の整理が必要です。ま
た、住宅の耐震化への関心が高まり簡易耐震診断等の需要は増加していることから、引き続き、関心を高めていく方策を検討
し、広報誌やホームページ等を通じ情報発信していく必要があります。
さらに、各地域の魅力を活かした活性化を図るために、小学校区等の一定の地域におけるエリアマネジメントを検討していく必
要があります。
市営住宅については、「丹波市公営住宅等長寿命化計画」に基づき、必要最小限の修繕・管理を行っていますが、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。
【表の修正（別紙添付）】

他部署と連携して解決すべき課題
（相手部署名）
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

めざすまちの姿（ビジョン）

エリアマネジメントの実施にあたっては、観光振興、起業、雇用と産業の創出等の観点から、産業経済部との連携が必要。
・エリアマネジメントを追加した。
・住宅・土地統計調査の数値を、平成20年から25年に、丹波市の空き家戸数を平成27年度の実態調査の数値に修正。
・在住者やU・Iターン者などの市民が、長年住み慣れた地域で安全・安心に住み続けています。
・さまざまな産業で若者が活躍し、多様な住まい方をしています。
・空き家がU・Iターン者の住居、交流拠点等地域資源として有効に活用されています。
・住宅改修関連支援制度が普及し、耐震診断や改修・建替、住宅リフォーム、定住促進住宅の整備等が進んでいます。
住生活基本計画の10年後の住生活の展望の中の一部を追加した。

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
役
割
分
担

市民・事業者の
役割

（
ミ
地域の役割
ッ
シ
行政の役割
ョ
ン （目標達成に向け、市民がす
ること、行政がすることを箇
）
条書きで記述）

・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。
・空き家の所有者は適正管理に努める。
・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情報提供に協力する。
・空き家等の交流施設等への利活用を検討する。
・空き家の実態把握や適正管理・利活用施策について、引き続き実施するとともに見直し等を行う。
・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。
・市営住宅の長寿命化に取り組む。

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
指標名

指標の
区分

単位

H29/30
実績他

Ｈ36
（計画）

身近な住環境に満足している市民の割合 重点化指標

％

60.9

65.0

空き家数

戸

1,753

1,800

重点化指標

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
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方向性

目標設定の理由説明

考え方と算式方法

引用等

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
増加
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。

現状維持

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。

平成27年度空き家実
態調査

施策名

1

2

展開方針

①住生活基本計画、空き家 ・住宅施策や空き家施策の活用状況及び人口減少などの社会情勢を踏まえ、「住生活基本計画」、「空家等対策計画」を見直し
等対策計画の見直しと魅力 ます。
ある住宅政策の展開
・安全・安心な住宅づくりや住み慣れた地域に住み続けられるよう、住宅の耐震診断や耐震改修・建替、定住促進住宅の整備、
住宅のリフォーム・高齢者住宅改修への助成など支援制度の推進に努めます。
・空き家の所有者に対し適切な管理の指導と地域団体等による空き家の利活用を推進するとともに、住まいるバンク（空き家バン
ク）をさらに充実させ、空き家流通の促進と移住定住希望者の住まいの確保を図ります。
・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。
②若者の移住定住促進に向 ・田舎暮らしへの関心が高まる中、「たんば移充テラス」を充実し、都市部からの移住者の受け入れや交流人口の拡大による地域
けた施策と活気ある地域づく 活性化を図るため、住まい、仕事、人のつながりに重点を置き、移住希望者等に寄り添ったきめ細やかな対応を行うとともに、地
りの推進
域や人の情報収集と効果的な情報発信・交流事業を行い、移住定住の促進に取り組みます。
・地域の活性化を図るために、小学校区等の一定のエリアにおいて、古民家等の歴史的建造物を地域資源ととして捉えこれらを
「群」で活用して、宿泊や飲食などの交流施設を整備し互いに連携するとともに既存の施設とも連携することで「人の行き交い」を
創出するエリアマネジメントを検討します。
③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。

3
他部署と連携する施策展開（相手部署名）
施策名
展開方針
エリアマネジメントの検討
エリアマネジメントの目的は、既存の地域資源を活用して地域の魅力を創出し人の行き交いを活発化させることで、空き家問題
の解決を図りながら、観光振興や交流人口の拡大、移住定住の促進、起業の促進、雇用と産業の創造につなげ、地域課題の解
決と地域の活性化を図ることであるため、産業経済部との連携が必要。

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

・移住相談、交流事業の実施、情報発信などの移住定住業務を一元化した「たんば移充テラス」を民間委託により運営し、効果
的・効率的に充実したサービスを提供する体制となったことから、その施策等を追加する。
・新たにエリアマネジメントを検討することとしたため、その項目を追加する。
〇丹波市住生活基本計画 ○丹波市公営住宅等長寿命化計画 〇丹波市空き家等対策計画 〇丹波市耐震改修促進計画

関連部門別計画
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後期基本計画 施策改訂シート
代表部署名
2

基本目標/まちづくりの目標

施策目標

記入者

誰もが住みたい定住のまち

【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

経営企画課

部署

水道部

役職氏名 課長 井上博生

経営企画課
関連部署 工務課

丹波市合併以降、水需要の不均衡、安定水源の不足や施設の老朽化などの課題を解消するため、水道施設統合整備事業の
推進により、市内の水融通を図り、安全で安心な水道水の安定供給と災害に強い水道の構築に取り組みました。
今後、人口減少による水需要の減少、水道施設の老朽化、技術職員の減少など、水道事業を取り巻く環境は厳しさを増しま
す。
この直面する課題に対し、「安全～”安全で安心な水の供給”」、「強靭～”災害に強い強靭な水道の構築”」、「持続～”安定的
な事業運営の持続”」を基本に、水道事業の効率化・健全化に取り組み、「投資の合理化」・「経営基盤の強化」を図るとともに、水
道事業の取組を情報発信するなど、広報活動にも力を入れながら、安定した水道経営に取り組む必要があります。

現状と課題

他部署と連携して解決すべき課題
（相手部署名）
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

めざすまちの姿（ビジョン）

水道施設統合整備事業は完了したが、水道の取り巻く環境が、ますます厳しさを増す中、老朽化した水道施設の更新に莫大
な費用が発生するため、費用の平準化を図りながら、経営基盤の安定に取り組む必要があるため。
・ 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。
源流のまちを削除し、あとは見直しなし。

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
役
割
分
担

市民・事業者の
役割

（
ミ
地域の役割
ッ
シ
行政の役割
ョ （目標達成に向け、市民がす
ン
ること、行政がすることを箇
）
条書きで記述）

・ 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、限りある水資源を有効に活用するなどを心がける。
・ 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。
・ 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。
見直しなし。

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
指標名

指標の
区分

単位

H29/30
実績他

Ｈ36
（計画）

有収率

重点化指標

％

77.0

85.0

経常収支比率

シンボル指標

％

102.6

100.0
以上

方向性

目標設定の理由説明

考え方と算式方法

全国及び類似団体より
低いため。

年間総有収水量／年間
決算書、経営戦略
総配水量×100

経営状態を示す最も代
現状維持 表的な指標の１つのた
め。

（営業収益＋営業外収
益）／（営業費用＋営業 決算書、経営戦略
外費用）×100

増加

有収率は継続し、財務諸表の代表的な指標を用いることにより、経営分析（状態）が把握できるため追加。
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
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引用等

施策名

1

展開方針

①安全で安心できる水道水 ・老朽化した施設設備を多く抱える中、常に健全度を保持するため、日常の維持管理、保守を適切に継続し事故防止に努めま
の安定供給
す。
・ 耐用年数を超過した老朽管を計画的に更新し、漏水事故による断水や濁水の軽減を図ります。
・ 水道事業に対する市民の理解と関心を高めるため、情報発信や出前講座など積極的な広報活動を実施します。
②効率的な水道経営

2
③市民サービスの向上
3

・ 施設設備の将来の更新需要を抑制するため適切な維持管理および補修を行い長寿命化を図ります。また、老朽管の更新にあ
たっては、有収率向上に効果が大きい路線を優先し行うことで、効率的な投資と費用の平準化を意識しながら、計画的に事業を
実施します。
・ 経営戦略を踏まえながら、投資と財源の管理を行い、効率的な水道経営に努めます。
・ 有収率の向上を図るため、継続して市内の漏水調査を行い、予防修繕に努め適切な修繕を実施します。
・ 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。
・ 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。

他部署と連携する施策展開（相手部署名）
施策名

展開方針

②について、各種計画に基づく内容に修正、その他は修正なし。
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
○丹波市水道事業経営戦略 ○丹波市水道施設長寿命化計画・管路更新計画
関連部門別計画
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後期基本計画 施策改訂シート
代表部署名
2

基本目標/まちづくりの目標

記入者

誰もが住みたい定住のまち

【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

施策目標

下水道課

部署

建設部

下水道課
関連部署 環境整備課

役職氏名 課長 義積浩明
義積浩明

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概ね完了した中で、下水道施設の老朽化による改築への
対応や雨水時の不明水が近年増加していることが課題であり、また、市民の適切な使用に対する意識も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、引き続き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。

現状と課題

他部署と連携して解決すべき課題 生活排水処理区域内の水洗化促進による公共用水域の保全の維持(生活環境部環境整備課）
（相手部署名）
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

めざすまちの姿（ビジョン）

当市の下水道は、一部区域（開発による浄化槽集合区域）を除き整備がほぼ完了し、供用開始から15年以上が経過し機械設備
の更新に係る再投資が年々増えていることや、管渠の老朽化により、雨天時には不明水流入により宅内排水からの溢水事例が
年々増加している。不明水対策の必要性、廃油やタオルなどのポンプつまりが増加していること、一方では、更新コストの財源や
技術系職員の確保も必要となっているため。
・ 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。
特に見直しはなく継続となります。

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

役
割
分
担

市民・事業者の
役割

（
ミ
地域の役割
ッ
シ
ョ
行政の役割
ン （目標達成に向け、市民がす
） ること、行政がすることを箇
条書きで記述）
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

・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。
・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。
・人口減少時代を担う子や孫のために、広域化に向けた理解を促し意識の醸成を行う。
・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。
公営企業として最大の事業数の下水道事業では、整備した施設が一斉に更新時期を迎えます。人口減少時代において、こうし
た更新を行う前に効率的な処理場運営を行う統廃合は、避けて通れない課題であります。
このため当市では、現在の35処理区を18処理区への施設統廃合事業を行っており、処理場設置自治会等の理解が必要であり
ます。

指標名

下水道処理区域内の水洗化率

指標の
区分

重点化指標

H29/30
実績他

単位

%

H29
97.58

Ｈ36
（計画）

方向性

目標設定の理由説明

98.28

下水道区域内の水洗化
を示す代表的な数値で
増加 あり公共用水域の保全
のため増加させることが
必要である。

下水道事業の有収率

重点化指標

%

H29
84.1

86.0

老朽化の進む中、不明
水の解消は健全な経営
増加 運営には欠かせないも
のであり効率性を示す指
標である。

合併浄化槽処理区域内の浄化槽整備率

重点化指標

%

94.9

95.5

増加
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考え方と算式方法

引用等

過去3か年（Ｈ27～Ｈ29
年度末）の水洗化率の
伸び平均的を加え算定
する。
経営比較分析表
【3か年平均0.1167＊6
年＋Ｈ29末実績値＝
98.28】
Ｈ29の実数値から年平
均0.3％の増加と見込
む。
決算報告書
【0.3％*6年+Ｈ29末実 決算関係書類
績値＝86.0】

合併浄化槽処理区域内
の浄化槽整備率を増加 浄化槽設置基数/浄化
させることが、水質保全 槽区域内の世帯数
につながるため。

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

・市内の下水道普及率は99.9％まで達していますが、水洗化を示す値は同数値まで達していないため、自然環境の保全や衛生
的で文化的なまちの形成に寄与するため、さらなる、目標値を掲げる。
・管渠の老朽化が進む中、不明水が年々増加していることから、その状況を表す指標として汚水処理水量に占める有収水量の
割合を管理指標として設定したことによる。（ただし、大雨時等に大きく影響を受ける）
・循環型社会形成推進交付金を活用した、合併浄化槽設置補助事業の推進により、合併浄化槽処理区域内の浄化槽整備率が
上がってきている。後期基本計画期間においてもさらにPR等により設置整備事業の推進を図り浄化槽整備率が見込めるため。

施策名

1

2

展開方針

①水洗化の啓発と排水対策 ・ 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
の推進
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
やかな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 ・ 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
サービスの向上
廃合を進めます。
・不明水解消に向けた調査と管渠修繕を行うとともに、市民への周知を図ります。
・ 地方公営企業法を適用した下水道業企業会計方式により持続可能な安定した経営を目指します。
・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。

3

4

④浄化槽管理組合の活動支 ・ 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
援
に、維持管理に関する指導に努めます。

他部署と連携する施策展開（相手部署名）
施策名

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

展開方針

・次世代につなぐ持続可能な下水道の再構築を展開するため、平成27年度から地方公営企業法を適用した企業会計方式を導
入し運用しているため。
・老朽化による不明水が年々増加しているため、雨天時に宅内排水が流れない事例が増加しているため。
○丹波市下水道中期ビジョン

関連部門別計画
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後期基本計画 施策改訂シート
代表部署名
基本目標/まちづくりの目標

施策目標

2

誰もが住みたい定住のまち

【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

記入者

部署

環境整備課
環境整備課

役職氏名 課長 井上里司

環境整備課
関連部署

循環型社会の形成に向け、廃棄物を資源化するリサイクル（再生利用）の推進を中心とした３Ｒ（リデュース（発生抑制）・リユース
（再使用）・リサイクル（再生利用））の推進に取り組んできました。
平成27年度に稼働した丹波市クリーンセンターは、リサイクル・環境学習の拠点として定着し、稼働と同時に開始した新しいごみ
収集システムでは、資源物の分別の徹底を促すことで、ごみの資源率向上を推進してきました。
資源化率はごみ収集システムの変更により、目標値を大きく下回っています。また、一人一日当たりのごみ発生量は、平成28年
度以降は年々増加し、目標値を達成していません。一人一日当たりのごみ発生量は、県内最小レベル、全国的に見ても少ない
ごみ量ですが、施設への直接搬入量が全国平均を大きく上回っています。
こうしたことから、今後も引き続きごみに対する意識啓発を図り、丹波市の実情に応じた新たなごみの減量施策に取り組むことが
求められています。

現状と課題

不法投棄の抑制（市民環境課）
高齢者・要介護者等のごみ出し支援（介護保険課）
他部署と連携して解決すべき課題
ごみを出さないライフスタイルへの転換（くらしの安全課）
（相手部署名）
環境教育の継続・多世代化（学校教育課、市民活動課）

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

めざすまちの姿（ビジョン）

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

役
割
分
担

市民・事業者の
役割

・市民、事業者、市が協働することで、ごみの発生抑制・再利用・再生利用の意識が浸透しています。
・源流のまちとして、里山の美しい自然環境が守られた環境負荷が少ない循環型社会が形成されています。
・市民と事業者では、ごみの発生要因が異なるため、前期では市民に事業者を含ませていたが、後期では市民、事業者それぞ
れ記載した。
・ごみは生活に密着しており、それぞれができることを考える視点が必要であると考え、３者が協働して取り組む必要がある。
・ごみの減量化、資源化という数値だけ、ごみ収集という観点からだけでなく、①ごみを出さない（発生抑制）、②ごみにしない（再
利用）、③資源として活用できる（再生利用）という３Ｒの意識を当たり前に持つまちにする。
・「資源循環型社会」が持つ、「資源が循環する」＝リサイクル（再生利用）社会というイメージではなく、あらゆることが循環する社
会をイメージした。
・多くの天然資源を消費するリサイクル（再生利用）ではなく、そもそもごみを出さない（発生抑制）社会を目指すため、「環境負荷
が少ない」を加えた。
【市民・事業者】再生利用（リサイクル）から、発生抑制（リデュース）・再使用（リユース）を意識した生活への転換を目指す。
【市民】・ごみとして出す場合も、正しく分別し、再生利用しやすい排出をする。
・環境学習や環境保全活動に積極的に参加する
【事業者】・事業活動に伴うごみの減量、適正処理

・ごみ集積所の管理を通じた正しい分別、再生利用しやすい排出の指導をする。
（
・環境学習や環境保全活動を開催する。
ミ
地域の役割
ッ
シ
・食品ロス削減など発生抑制の啓発
行政の役割
ョ
・丹波市クリーンセンターを拠点とした再生利用品の譲渡
ン （目標達成に向け、市民がす
・新たな有価物品目の模索、焼却・埋立処分から再生利用へ転換できる品目の検討
ること、行政がすることを箇
）
・効果的で適正なごみ処理、廃棄物処理施設の効率的な管理運営、市民が分別・排出しやすいシステムの検討
条書きで記述）
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
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指標名

指標の
区分

一人一日当たりごみ発生量
（全ごみ量）

シンボル指標

ごみの資源化（リサイクル）率

シンボル指標

一人一日当たりごみ発生量
（生活系ごみ）

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

重点化指標

単位

g／日

％

g／日

H29/30
実績他

733.6

15.6

495.2

Ｈ36
（計画）

方向性

目標設定の理由説明

717.5

18.7

分別され、再生利用可能
一般廃棄物処理基本計 丹波市一般廃棄物
な状態での排出割合を
画の年度目標値を適用 処理基本計画
増加
測る数値であり、増加が
した
（H29.3）
必要なため。

456.1

事業者を除き、市民一人
ひとりの家庭生活から出
減少 るごみ排出の抑制割合
を測る数値であり、減少
が必要なため。

一般廃棄物処理基本計
画におけるH29→H36 丹波市一般廃棄物
減少率が92.1％のた
処理基本計画
め、H29実績に92.1％を （H29.3）
乗じた。

国・県では、全てのごみ排出量を指標としているが、これには事業者や古紙集団回収量も含まれることから、市民が家庭生活に
おいてどれだけ発生を抑制したかが正確に反映されないため、生活系ごみに限定し、市民に分かりやすい指標を用いた。

展開方針

ごみの発生抑制

・啓発事業を実施し、食品ロスの削減に取り組む。
・ごみを出さない生活への転換を啓発する。

再使用と再生利用の推進

・丹波市クリーンセンターでの再生利用品譲渡など再使用に取り組む。
・紙類などを適正分別して排出しやすい収集方法を検討する。

2

引用等

一般廃棄物処理基本計
ごみ排出抑制を測る数 画におけるH29→H36 丹波市一般廃棄物
減少 値であり、減少が必要な 減少率が97.8％のた
処理基本計画
め、H29実績に97.8％を （H29.3）
ため。
乗じた。

施策名
1

考え方と算式方法

3
他部署と連携する施策展開（相手部署名）
施策名

展開方針

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
関連部門別計画
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後期基本計画 施策改訂シート
代表部署名
基本目標/まちづくりの目標

施策目標

2

記入者

誰もが住みたい定住のまち

公営住宅・開発指導課

部署

公営住宅・開発指導課

役職氏名 係長 向井克仁

公営住宅・開発指導課
【２－８景観】自然と歴史文化が織りなす里山景 関連部署 都市創造課
観を守り育てよう
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。
ある一定の建築物の建築については、兵庫県景観の形成等に関する条例に基づき規制を行い、工作物や屋外広告物について
は、兵庫県屋外広告物条例に基づき、ある一定の規制を行い、建築物や工作物、広告物などによる景観阻害を防止しておりま
すが、今後も、秩序ある良好な景観を持つ市街地を形成するよう、市民・事業者に対し景観の大切さの理解を求めていく必要が
あります。
また、県・市による緑化資材の提供や、県補助事業の「県民まちなみ緑化事業」を啓発を行ってきたことにより、地域や緑化団体
や花の愛好グループのメンバーにより、公共的用地の緑化や花づくり活動が活発になっております。今後は、より多くの市民団体
へ、緑化資材の提供や緑化事業の啓発を行っていく必要があります。
近年、丹波市では太陽光発電施設の建設が増え、田園景観が失われつつある。改正ＦＩＴ法や各種法令及び丹波市開発指導
要綱に基づき、今後も周辺の景観に配慮した太陽光開発を指導していく必要がある。

現状と課題

他部署と連携して解決すべき課題
（相手部署名）
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

めざすまちの姿（ビジョン）

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

役
割
分
担

市民・事業者の
役割

・兵庫県景観の形成等に関する条例に基づき、ある一定の建築物の建築について規制をしていることを追加明記した。
・兵庫県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物についてある一定の規制をしていることを追加明記した。
・緑化資材の提供、県緑化事業の取組・活動が増えてきたことを追加明記した。
・市内の太陽光発電施設建設に係る開発行為について、市指導要綱及び各種法令に基づき指導をすることを明記した。
・ 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。
・ 既存の公園を市と市民が協力をして、適切に維持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の美化・緑化活動が
進んでいます。
・新たに公園を設置するのではなく、既存の地域ごとにある公園の維持管理を、市と市民が共に行う事により、地域の拠点でもあ
る既存公園の利用増を促す必要があるため、公園の適正配置ではなく、既存公園の維持管理に訂正した。
・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。
・田園環境や集落付近にある鎮守の杜（社叢林(しゃそうりん)）や河畔林(かはんりん)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。

（
地域の役割
ミ
ッ
シ
・県の景観条例、屋外広告物条例などの制度の活用を行うとともに活用方法を周知する。
行政の役割
・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。
ョ
ン （目標達成に向け、市民がす ・市が所管している公園については、地域住民の憩いの場でもあり、災害時における防災機能を担うため、適正な維持管理や整
ること、行政がすることを箇 備に努める。
）
条書きで記述）
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
指標名
緑化資材提供団体数

・景観形成の観点から緑条例の制度活用を記載していたが、緑条例の本来の趣旨はあくまでも建築物等の誘導を図り、有効か
つ適正な土地利用を行うための条例であることから、今回景観に配慮した行政の役割とは言えない為、削除した。
・市の所管の公園について、今後も適正な維持管理を務める必要があるため、文章を訂正した。
指標の
区分
シンボル指標

景観や町並みの美しさに関して満足してい 重点化指標
る市民の割合

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

単位
団体

％

H29/30
実績他
33

65

Ｈ36
（計画）

方向性
40

60

目標設定の理由説明

考え方と算式方法

引用等

緑化資材提供団体が増
増加 えることで、地域の緑化 緑化資材申込申請件
推進につながるため
市民アンケート調査に
美しさの満足度が、景観 て「満足している」「まあ
現状維持 意識の向上や町並みの 満足している」と回答す
向上につながるため
る市民の割合を指標と
して捉える。

・緑条例の計画整備地区の件数を指標としていたが、緑条例の地区整備計画の目的は、景観の観点からでなく、地域の土地利
用の誘導を図る目的での計画であることや、新たに緑条例を活用した整備計画を策定される地域もなく、既に地区整備計画を策
定されている地区においても、時代の変化（少子高齢化等）とともに土地利用のあり方が希薄になりつつあるため、今回削除し
た。
・市や県からの緑化資材提供団体が増えることで、地域の緑化推進につながり、市内全体の景観形成にもつながることから、今
回追記した。
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施策名

・ 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。
【関連】4-1②自然環境の保全と創造

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。
・ 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。

1

2

3

4

展開方針

①自然景観の保全

③秩序ある市街地景観の形 ・ 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
成
地においては、関係部署と連携し、県の景観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。
【関連】4-1②自然環境の保全と創造
④公園・緑地の適切な維持・ ・ 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、公園緑地
管理と緑化の推進
の適切な維持管理を行います。
・ 自治会や校区内の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。
【関連】4-1③環境美化の推進

5
他部署と連携する施策展開（相手部署名）
施策名

展開方針

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
関連部門別計画
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後期基本計画 施策改訂シート
代表部署名
基本目標/まちづくりの目標

施策目標

3

記入者

あいさつでつなぐ安心して暮らせるまち

くらしの安全課

部署

役職氏名 足立 和義

くらしの安全課
【３－１防災】地域のつながりを強めて災害に備 関連部署 復興推進室
えよう
近年、日本各地で相次ぐ大規模な自然災害が発生しています。
丹波市では、平成26年８月豪雨災害により、甚大な被害が発生しました。そして今、その災害からの復旧・復興に向けた取組
を、行政・地域が一体となり進めているところです。
砂防工事や河川改修などのハード整備に加え、土砂災害特別警戒区域の指定に伴う地域ハザードの確認、また自主防災組
織における防災学習や防災訓練の実施など、ハード・ソフト両面において被災した経験を踏まえた取組が、市内各所ですすめら
れています。
一方、高齢化が進む中で、独居や高齢者世帯、また要介護者など、災害時に支援が必要となる要援護者への取組みが重要と
なっています。隣人や自治会など共助が中心となり支援する福祉避難所への受け入れなど、有事に備えた関係機関との連携や
訓練が必要となています。

現状と課題

独居や高齢者世帯、また要介護認定を受けた方や障がい者など、災害時に何らかの支援が必要となる要援護者の支援対策とし
他部署と連携して解決すべき課題 て、福祉部局との情報交換や合同訓練の実施など、具体的な課題の把握とその取組が今後の課題です。
（相手部署名）
平成26年８月豪雨により被災した経験等を風化させることなく、後世に引き継ぐことが重要。
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

めざすまちの姿（ビジョン）

・ 市民一人ひとりが防災意識を高めることにより、自助とそれを補う共助・公助が連携する安全で安心な地域社会づくりをすすめ
ています。
「自分の命は自分で守る」という自助が最も大切であるという意識を高め、共助・公助の取組の重要性を深く認識するため。

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

役
割
分
担

市民・事業者の
役割

・市民一人ひとりが、防災について考え、また家族で話し合うことなどにより、自分の生命・財産を自分で守る自助が防災の基本
であることを認識するとともに、防災意識の高揚と防災に関する知識の習得を行う。

・自治会や自治協議会、自主防災組織において、防災訓練などにより、災害発生時の役割を確認し、有事に実践できるよう取り
組みを進める。
（
地域の役割
・互いに助け合い、支えあう共助の大切さを認識し、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。
ミ
ッ
シ
・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。
行政の役割
ョ
・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・
ン （目標達成に向け、市民がす 事業者に周知する。
ること、行政がすることを箇
・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。
）
条書きで記述）
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
指標名

防災訓練を行っている自主防災組織の数

災害時の避難場所を知っている市民の割
合

指標の
区分

シンボル指標

シンボル指標

単位

件

％

H29/30
実績他

67.0

79.2

Ｈ36
（計画）

方向性

目標設定の理由説明

考え方と算式方法

92.0

自治会や自治協議会で
防災訓練を繰り返し実施
の防災訓練実施回数の
し、災害発生時に取るべ
増加
実績値（学校や会社単
き行動を身につけておく
位での実施は除く）
ことが重要であるため
毎年５件ずつ増加

85.0

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
増加 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。

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
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引用等

【算出式】
H30年の実績値を基に
毎年１%ずつ増加
市民アンケート
79%(H30)+(１%×5
年)=84%

施策名

・地域における防災訓練の実施や地域の防災リーダーの養成、また防災に係る講習会等の開催を通じ、防災・減災に対する意
識の高揚と有事の際に速やかな行動ができる取組を進めます。
【関連】3-2③防火・防災意識の向上

②防災情報の適時・的確な
提供

・新たに整備された防災行政無線施設の適正な管理運営を行うとともに、市民に対し防災情報を適時・的確に情報発信ができる
よう、日々の運用に努めます。

1

2

3

4

5

展開方針

①防災訓練の充実

③避難所の環境整備の推進 ・一次避難所となる自治会公民館等における防災用品等の充実に向けた助成の継続と、女性や要配慮者など避難所でのプライ
及び主体的な運営体制の推 バシーの確保を行うための環境整備を図ります。また避難所運営が地域住民等で主体的に行えるよう、共助に対する関係者の
進
推進体制を確保します。
④防災・減災に向けた体制
づくり

・自助・公助・共助がそれぞれの役割に対する理解を深め、また対応できるよう、関係機関や関係事業者との連携を図ります。さ
らに、被災した経験を踏まえ、地域での危険箇所の把握やその対策をすすめ、防災・減災が図れるよう、体制作りを推進します。

⑤迅速な被災地支援の実施 ・被災した経験と多くの支援を受けた経験を踏まえ、近隣市町や県下各地、また全国に至るまで、いち早く支援に入り、復旧・復
興に向けた支援が行えるよう、庁内の連携を図ります。また、広域的な災害時応援体制を構築し、大規模災害への対応を強化し
ます。

他部署と連携する施策展開（相手部署名）
施策名

展開方針

被災した経験を土台として、防災対応力のレベルアップを図り、行政と地域の連携をさらに強化する。
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
○丹波市地域防災計画
関連部門別計画
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後期基本計画 施策改訂シート
代表部署名
3

基本目標/まちづくりの目標

あいさつでつなぐ安心して暮らせるまち

【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

施策目標

記入者

消防課

部署

消防課

役職氏名 課長 中道典昭

消防課
関連部署 消防本部・総務課・予防課

くらしの安全課
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。老朽化した消防施設が増加するため、継続して整備していく必要があります。
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。救急救命士・認定救急救命士の確保を目的として
今後も継続的に養成することが必要であり、市民が公平に救急サービスを受けられる救急体制の均衡化を進めることが必要で
す。

現状と課題

他部署と連携して解決すべき課題
（相手部署名）
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

めざすまちの姿（ビジョン）

自助７割、共助２割、公助１割と言われる中、公助には限界があり特に自助を確立する必要があるため、市民の防火意識の高揚
や救急救助意識を高める必要がある。この状況において市民アンケートでは、防火意識が未だ50％を超えておらず、救急講習
受講者数も目標を達成できていない。また、市民アンケートから救急の現場到着時間の短縮を求められているため見直した。
・ 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。
２項目ともまちの姿として出来ているとは言えない状況にあるので継続とする。

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

役
割
分
担

市民・事業者の
役割

（
地域の役割
ミ
ッ
シ
ョ
行政の役割
ン （目標達成に向け、市民がす
） ること、行政がすることを箇
条書きで記述）

・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。また、設置されている住宅用火災警報器の維持管理をして火
災による被害を軽減する。
・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、ＡＥＤ※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。
・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。
・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とともに、救急講習会等に積極的に参加してもらい救命の連鎖を確立する。
・住宅用火災警報器は制度を開始してから10年を経過していることから適切に維持管理することの広報活動を行い、設置率を維
持する。
救急講習会に参加することの意義の理解と住宅用火災警報器の維持管理が必要な時期となっているため。

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
指標の
区分

指標名

単位

H29/30
実績他

Ｈ36
（計画）

方向性

目標設定の理由説明

考え方と算式方法

救急講習会受講者数

重点化指標

％

6.46%/
6.26%

7.0

増加

人口の20歳から60歳未
満（約42%）の市民の半
数に３年間で受講してら
うことを数値目標とした。

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

重点化指標

％

40.6/45.7

60.0

増加

過去4年間50％を上回る
まず50％を超えることを
ことがなかったため、
目標とし、更に１割増し
100％から達成可能な目
の60％を目標とした。
標値を設定

人口減少の要因があるため、目標を人数ではなく、人口に対する割合とした。
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
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引用等

３年間で人口の20歳か
ら60歳未満約42%の半 ３年は普通救命講習
数21％の市民が受講 の再講習期限
21％÷3年＝7％

施策名

・ 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。
【関連】3-1①災害予防活動の充実

1

2

3

4

展開方針

①消防施設の充実

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。
点検推進
・ 自治会や消防団と連携して消防施設の定期点検を行い整備を進めます。
⑤救急体制の構築

5

・ 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るとともに、市民が公平に救急サービスを
受けられる救急体制の均衡化を進めることが必要です。

他部署と連携する施策展開（相手部署名）
施策名

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

展開方針

・消防施設は経年劣化により破損することもあるため、必ず有事に使用できる状態を維持するには地域ごとに定期的な点検が必
要なため。
・救急体制について均衡化が取れたとは言えない状況にあるため。

関連部門別計画
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後期基本計画 施策改訂シート
代表部署名
3

基本目標/まちづくりの目標

記入者

あいさつでつなぐ安心して暮らせるまち

くらしの安全課

役職氏名 副課長兼係長 奥井 稔

くらしの安全課
関連部署

【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

くらしの安全課

部署

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、依然と高い
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、セーフティー・サポートカーの普及、道路管理者による安全施策など、それぞれの面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。

現状と課題

他部署と連携して解決すべき課題
（相手部署名）
・交通安全について、セーフティー・サポートカーの普及について追加した。
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

めざすまちの姿（ビジョン）

・ 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。

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

役
割
分
担

市民・事業者の
役割

・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。

・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。
ミ
地域の役割
・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。
ッ
シ
・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。
ョ
行政の役割
ン （目標達成に向け、市民がす ・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
） ること、行政がすることを箇
を案内する。
条書きで記述）
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
指標名

交通事故発生件数
（人身事故）

刑法犯罪認知件数

指標の
区分

シンボル指標

シンボル指標

交通安全・防犯に関する満足度（「満足」と 重点化指標
「まあ満足」の割合）

単位

件

件

％

H29/30
実績他

209

322

29

Ｈ36
（計画）

方向性

目標設定の理由説明

考え方と算式方法

引用等

185

地域の交通安全に対す
る安全・安心の状況を示
減少 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。

270

平成29年の件数から、
防犯に対する安全・安心
毎年3％減少させる
の状況を示す代表的な
減少
【算出式】
数値であり減少させるこ
322件(H29)×0.85≒
とが必要であるため。
270件

県警本部発表（12月
末・丹波市）から

35

平成30年の実績値を5
交通安全・防犯意識に
年後に5%増加させる。
増加 ついて、市民の実感を把
【算出式】
握するため
29％+5%＝34%

市民意識アンケート

・交通・防犯意識のアンケート調査の取り込みをした。
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

37

平成29年の件数から、
毎年3%減少させる。
【算出式】
219件×0.85≒185件

県交通事故統計（12
月末時点）から

施策名
①交通安全対策
1

2

展開方針
・ 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 ・ 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。
立
・ 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、市民一人ひとりが防犯活動の一員である意識付けを啓
発し、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

3

・ 消費生活相談について、適正かつ迅速に対応するため、消費生活総合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。

他部署と連携する施策展開（相手部署名）
施策名

展開方針

市民一人ひとりが主体的な意識を持ってもらう啓発について記載した。
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
○丹波市交通安全計画
関連部門別計画
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後期基本計画 施策改訂シート
代表部署名
4

基本目標/まちづくりの目標

記入者

美しい自然と環境を大切にする源流のまち

市民環境課

役職氏名 係長 塩見良一

市民環境課
関連部署

【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

施策目標

市民環境課

部署

本市は、市域の75％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。
また、丹波市一斉クリーン作戦の参加者が年々減少傾向にあります。
これらの課題解決に向け、行政と市民が連携をはかり、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。

現状と課題

他部署と連携して解決すべき課題 道路パトロール時のゴミ回収など、連携が必要（道路整備課）
（相手部署名）
市民の環境保全に対する意識向上を軸に見直した。
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

めざすまちの姿（ビジョン）

・ 市民一人一人が丹波市の美しい自然環境を実感しながら暮らしています。
・ 市民・事業者、地域、行政の協働により、美しい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。
変更なし

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
・市民一人ひとりが環境保全への理解と関心を深め、主体的な環境美化の取り組みを進める。
役
割
分
担

市民・事業者の
役割

地域の役割

・地域活動として空き家、空地等の不法投棄防止の監視体制を充実させる。
・不法投棄防止強化月間内において、不法投棄の監視パトロールを行う。
・クリーン作戦の実施期間内で多くの動員が確保できるよう自治会毎に実施日を定め、参加者の増員をはかる。

（
ミ
ッ
市民がすること
シ
・市と地域が一体となって空き家、空地等の不法投棄防止の監視体制確立とその対応により、不法投棄撲滅をめざす。
行政の役割
ョ （目標達成に向け、市民がす 行政がすること
ン
ること、行政がすることを箇 ・地域市民へ環境保全への理解と関心を深めるための情報発信を行う。
）
・クリーン作戦の実施日を不法投棄防止強化月間に行い、市民の意識向上と参加者増員をはかる。
条書きで記述）
市民意識改革のため、より具体的な内容とした。
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
指標の
区分

指標名

H29/30
実績他

単位

Ｈ36
（計画）

方向性

目標設定の理由説明

考え方と算式方法

丹波市一斉クリーン作戦参加者人数

シンボル指標

人

11,760

12,000

人口減少を考慮し、
クリーン作戦への参加者
H29の11,511人を維持
数が、市民の環境美化
現状維持
する。
への関心度を示すもの
自治会報告の集計によ
であるため。
る。

丹波市一斉クリーン作戦ゴミ回収量

シンボル指標

ｔ

7.3

6.5

市全体のゴミ投棄量を把 H29の数値を基に10％
減少 握し、不法投棄防止の取 減少させる。
組効果として示すため
7.3ｔ×0.9＝6.5ｔ
ごみのないきれいなまち
が、環境美化につながる
H29の数値を基に毎年
ため、アンケート調査に
増加
1％の改善とする。
て「そう思う」「まあそう思
64+（1×7）＝71％
う」と回答する市民の割
合を指標として捉える。

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

シンボル指標

％

64

71

河川水質基準達成率

重点化指標

％

100

100

現状維持 河川水質把握のため。

人口減少による要因でなく市内の実態として捉えるべく、指標を追加した。
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

39

水質基準達成率100％
を維持する。

引用等

施策名
1

展開方針

①環境保全に関する情報提 ・ 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
供の充実
取り組みについての情報提供を充実させます。
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。
【関連】2-1①計画的な土地利用の推進 2-3③計画的な河川整備、2-8①自然景観の保全、2-8③秩序ある市街地景観の形
成

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。

2

3

他部署と連携する施策展開（相手部署名）
施策名
太陽光発電（公営住宅・開発 反射光による公害の防止と抑制がはかれる。
指導課）
変更なし
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
○丹波市環境基本計画
関連部門別計画
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展開方針

後期基本計画 施策改訂シート
代表部署名
4

基本目標/まちづくりの目標

施策目標

美しい自然と環境を大切にする源流のまち

記入者

市民環境課

部署

環境政策係

役職氏名 係長 大嶋 学

市民環境課

【４－２低炭素社会】地球環境にやさしい社会と 関連部署
暮らしを育てよう
平成30年７月豪雨に象徴される自然災害の激甚化・頻発化や今年の夏の記録的な酷暑及びそれに伴う熱中症の増加など、気
候変動の影響の拡大が懸念されています。
国では、昨年４月に閣議決定された第５次環境基本計画においても、環境、経済、社会に関わる複合的な危機や課題に直面
していること、また、「持続可能な開発目標ＳＤＧｓ」の採択やパリ協定の発効など脱炭素社会に向けた時代の転換点が到来して
いることを踏まえ、新たな文明社会を目指し、大きく考え方を転換すべきことが打ち出されました。
本市では、新エネルギー重点ビジョンを策定し、推進すべき重点エネルギーとして、木質バイオマスエネルギー、太陽光発電、
太陽熱利用と基本方針を定め、特に木質バイオマスエネルギーの普及推進に取り組んでいる状況にあります。
今後、化石燃料の枯渇が予想される中、自然エネルギーへの転換が高まる傾向にあることから、公共施設への自然エネルギー
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。

現状と課題

他部署と連携して解決すべき課題
（相手部署名）
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

めざすまちの姿（ビジョン）

昨年丹波市を襲った豪雨災害と国の施策の動向を記述することで、環境に対する意識づけと、自然エネルギーの利用促進に
関心を持ってもらう。
・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。
見直しはありません。

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

ン

役
割
分
担

市民・事業者の
役割
地域の役割

・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組を行う。
・地域や自治会単位で取組める自然エネルギーの導入を促進する。

（
）ミ
行政の役割
・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。
ッ （目標達成に向け、市民がす ・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
シ ること、行政がすることを箇 向けた重要性を啓発する。
条書きで記述）
ョ
前期基本計画から見直した視点 見直しはありません
（見直した理由など）
指標名

市内の太陽光発電の設置件数（累計）

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

薪ストーブ・薪ボイラー導入件数（補助件
数）

指標の
区分

シンボル指標

シンボル指標

重点化指標

木の駅プロジェクトに参加した兼業農林家 重点化指標
数（累計）

単位

H29/30
実績他

2,662/2,76
件
0

％

件

人

Ｈ36
（計画）

4,200

13.8/19.0

17/15

89/96

方向性
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目標設定の理由説明

考え方と算式方法

引用等

今後、設置も鈍化傾向
太陽光発電の設置件数
と予測され、年200件の
を増やすことが、低炭素
経済産業省資源エネ
増加
設置目標とする
社会の実現につながる
ルギー庁から
Ｈ30 3,000件+（200件
ため
×6年）＝4,200件
自然エネルギーの活用
促進に対する市民満足
向上が重要であるため、
増加 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

毎年、市民アンケート調
査を実施し、その結果
市民意識アンケート
による割合を増加させる
ことを目標とする。

―

市内の森林資源を活用
し、地球温暖化防止及
び再生可能エネルギー
の普及推進につながる
ため

第2次丹波市環境基本
計画において木質バイ 薪ストーブ・薪ボイ
オマスエネルギーの導 ラー設置補助金実績
入促進を目標とする。Ｈ 値
32 125件（累計

―

山林の低質な材を搬出
して買い取る「木の駅プ
ロジェクト」を立ち上げ、
地域と一緒に山を手入
れし、エネルギーや経済
の循環による持続可能な
地域づくりに取組む

第2次丹波市環境基本
計画において木の駅プ
木の駅プロジェクト参
ロジェクトの推進を目標
加者数
とする。Ｈ33 300人（累
計）
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前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

・市内の太陽光発電の設置件数の目標値の見直し
当初、年30件程度の増加で推移すると予想されていたが、ＦＩＴの導入により、大幅に太陽光発電設備の設置が増加したため、
当初の目標値を既に超えている。現在では、ＦＩＴ法の改正もあり、また、市開発指導要綱の見直し等により、太陽光発電設備の
設置件数は鈍化傾向にあるため、指標の見直しを行った。

施策名

1

展開方針

①自然エネルギーの利用推 ・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組を進めます。
進
・枯渇資源である化石燃料に依存するのではなく、地域における資源（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

2

・市民一人ひとり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、地球環境にやさいしい社会の実現に向けた取組を行います。

3
他部署と連携する施策展開（相手部署名）
施策名

展開方針

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
関連部門別計画

○第２次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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後期基本計画 施策改訂シート
代表部署名
5

基本目標/まちづくりの目標

施策目標

記入者

ふるさとに愛着と誇りをもった人づくりのまち

学校教育課

部署

学校教育課

役職氏名 副課長 足立和宏

学校教育課
関連部署 学事課

【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

市民活動課
ふるさとに対する愛着や誇りを持ち、地域づくりの将来の担い手として、互いに支え合い協力しながら主体的に行動する児童生
徒の育成をめざし、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きまし
た。そのような中、平成32年度から実施の新学習指導要領では、「社会に開かれた教育課程」という考え方が示され、その実現に
向けて、学校と地域・保護者が子どもに関わる当事者として、これまで以上に目標やビジョンを共有し、地域の人的・物的資源を
有効に活用する中で、これからの予測困難な時代を生き抜く子どもたちに必要な力をはぐくんでいくことが求められてます。その
ために、これまでの「地域に開かれた学校」から「地域とともにある学校」への転換が必要です。
学力向上については、これまで「たんば授業スタンダード」を軸にした授業改善を推進してきましたが、その成果と課題を明らか
にし、「主体的・対話的で深い学び」に向かう授業改善を推進する必要があります。また、「いじめ・暴力ゼロサミット」等に取り組む
中で児童生徒がいじめを許さない強い気持ちを持ち、主体的に解決しようとする態度を育成してきましたが、地域住民を巻き込
んだいじめ・暴力ゼロ市民運動にまでは至っていないのが課題です。

現状と課題

地域とともにある学校づくりの推進（市民活動課）
他部署と連携して解決すべき課題 地域住民を巻き込んだいじめ・暴力ゼロ市民運動の展開（人権啓発センター）
（相手部署名）
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

めざすまちの姿（ビジョン）

社会に開かれた教育課程の実現
地域とともにある学校づくりの推進
学校・家庭・地域が一体となって子どもたちをはぐくむ「地域とともにある学校づくり」を推進し、子どもたちの成長に直接かかわる
当事者として学校運営に参画することで「市民総がかりの教育」を推進します。
「地域とともにある学校づくり」の推進

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

役
割
分
担

市民・事業者の
役割

子どもたちを育てる当事者として、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。
・地域が子どもたちを育てる当事者として、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。
・コミュニティ・スクールの中で、学習支援や読み聞かせ、見守り活動への協力など、学校の応援団になる。

地域の役割
（
ミ
ッ
・学校・家庭・地域の連携による「市民総がかりの教育」のもと、「地域とともにある学校づくり」を推進する。
シ
・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」「できた」と実感できる授業を実践するため、教職員
行政の役割
ョ （目標達成に向け、市民がす の一層の資質能力向上に取り組む。
ン
ること、行政がすることを箇 ・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。
・ICT環境整備や業務改善により、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。
）
条書きで記述）

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

「地域とともにある学校づくり」の推進
主体的、対話的で深い学びの実現

指標の
区分

指標名

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）

地域や社会で起こっている問題や出来事
に関心がありますか

シンボル指標

シンボル指標

単位

％

％

H29/30
実績他

75

61

Ｈ36
（計画）

方向性

目標設定の理由説明

考え方と算式方法

引用等

80

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
増加
る・できる・のびる」授業と
なるよう工夫改善してい
るため。

71

平成30年度の学力学習
地域と学校とが連携した
状況調査生徒質問紙の 全国学力学習状況
教育を行うことが、ふるさ
増加
小中学校平均値より５ 調査（児童生徒質問
とへの愛着につながるた
年間で２％ずつ増加さ 紙）
め。
せた数値

「地域とともにある学校づくり」の推進
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
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平成29年30年度の学力
学習状況調査生徒質問 全国学力学習状況
紙の小中学校平均値よ 調査（児童生徒質問
り５年間で１％ずつ増加 紙）
させた数値

施策名
①子どもたちの「確かな学
力」の確立
1

展開方針
・児童生徒の確かな学力を保障し、他者と協働しながら主体的に問題解決していく力を育むために、授業づくりポイントまとめた
教師用リーフレットを活用した授業改善を進めます。
・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、教職員のキャリアステージに応じた研修を
行い、資質能力の向上を図ります。

2

②安心して学べる居場所づ ・「いじめ・暴力ゼロ市民運動」の一環として、多くの市民が意識を持って参加できるようなフォーラム等を実施します。
くり
・不登校やいじめ、問題行動等に関係機関が連携して効果的な取組を行うために、適応指導教室（レインボー教室）、教育相談
室及び学校いじめゼロ支援チーム等をセンター化し、教職員や保護者の相談体制を強化するとともに学校へ行きにくい子どもた
ちの居場所づくりを支援します。
・全中学校区へスクールソーシャルワーカーを配置し、問題行動や不登校、いじめ等の問題に対して、学校・家庭・関係機関の
円滑な連携を進め、事業の早期解決を図ります。

3

③地域とともにある学校づく ・全小学校に配置した学校支援コーディネーターを中心に、地域と連携した「たんばふるさと学」を実施します。また、全中学校で
りの推進
「たんばみらい学」を実施し、地域の企業関係者（アドバイザー）と連携し、中学生のキャリア形成を支援します。
・全小中学校に学校運営協議会制度を導入し、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やビジョンを共有し
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

5

④子どもたちの「連続した学 ・子どもの「学びの連続性」という視点から、認定こども園、小学校、中学校、高等学校の間で確かな接続を行います。
び」の保障
・認定こども園への指導主事等を講師とする研修を充実し、教育内容や指導方法の工夫改善を図ります。また、教育内容の相互
理解を深める、接続期の学びを意識した取組をすすめます。
・幼児期から就労期までの切れ目のない支援を実施するため、関係機関との連携し、支援体制の充実を図ります。
⑤豊かなこころと健やかな身 ・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。
体つくりの推進
・新体力テストの結果を踏まえ、運動への興味・関心を高め、体育・運動能力の向上に取り組むとともに、教育活動全体を通じて
運動習慣の確立を図ります。

他部署と連携する施策展開（相手部署名）
施策名
いじめ暴力ゼロフォーラムの 地域住民が一体となって取り組むいじめ・暴力の取組
実施（人権啓発センター）
コミュニティ・スクールの推進 学校と地域が連携・協働して子どもたちの育成を図る
（市民活動課）

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

社会に開かれた教育課程の実現
主体的・対話的で深い学びの実現
「地域とともにある学校づくり」の推進
○丹波市教育振興基本計画

関連部門別計画
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展開方針

後期基本計画 施策改訂シート
代表部署名
5

基本目標/まちづくりの目標

施策目標

ふるさとに愛着と誇りをもった人づくりのまち

【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

記入者

学事課

部署

学事課

役職氏名 前川 孝之

学事課
関連部署 施設建築課

教育総務課
学校施設（校舎棟）のうち、平成30年度に建築後30年以上を経過する学校施設の数は、全体の約68％を占めており、このうち大
規模改造を実施していない施設は22%となります。プールについても建築後30年以上経過するものが約34％を占め、経年劣化
により維持管理を要する経費は年々増加する傾向にあります。そこで、老朽化した施設整備については、学校施設長寿命化計
画により大規模改修改修が一時的に集中することで生じる大きな財政負担を軽減し、定期的な施設の点検や診断を実施し、適
切な時期に適切な維持管理修繕を行うことが必要です。
空調整備の状況としては、市内小・中学校の普通教室、音楽室、図書室については整備を行っておりますが、教育環境の更なる
質的向上を図るため、未設置である特別教室についても補助事業の採択を前提に行う計画とします。
児童・生徒の通学路安全対策については、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、毎年実施している
「丹波市通学路安全推進連絡協議会」により丹波警察、道路管理者（市・県）と連携を図ることでより通学路に対する安全対策が
推進されています。
生活困窮者に対する支援としては、学校と連携して就学援助に伴う、要保護・準要保護の申請をしやすくする事務手続きの簡素
化を行い、特別な支援を要する児童・生徒については、平等な教育を図るための施設の改修を行う必要があります。
学校給食においては、平成29年度に丹波市学校給食運営基本計画【第２次】を策定し、計画に沿って安全・安心な学校給食の
提供に努めるともに、将来にわたって給食施設のあり方について検討していく必要があります。また、地産地消の推進ついて、学
校給食を活用し、地場農産物を利用した食育推進に努め、保護者の信頼を得るのために「丹波市学校給食用農産物生産者連
絡協議会」等と連携を図りながら、安全・安心な農産物の使用割合を高めていく必要があります。

現状と課題

他部署と連携して解決すべき課題
（相手部署名）
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

めざすまちの姿（ビジョン）

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

役
割
分
担

市民・事業者の
役割

・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。
・通学に対して安全を確保するために歩道整備に伴うグリーンベルト等の設置。
・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。
・安全・安心な学校給食の安定的な提供のため、安全・安心な食材を提供する。また、地元生産者により、納入基準を満たす農
産物の使用割合を高めるとともに、安全・安心で新鮮な農産物を提供する。
・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。

（
地域の役割
ミ
ッ
シ
ョ
行政の役割
ン （目標達成に向け、市民がす
） ること、行政がすることを箇
条書きで記述）

・施設の長寿命化を目指すメンテナンスサイクルの構築。
・通学路の安全対策を計画的に実行する。
・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は、学校と連携して申請が容易にできるように事務手続き
の簡素化を行う。
・学校給食において、安全・安心な食材を使用し、安定的な提供に努める。

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
指標名

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

地場農産物の学校給食使用割合（主要15
品目）

指標の
区分

シンボル指標

シンボル指標

単位

％

％

H29/30
実績他

26.3

28.2

Ｈ36
（計画）

方向性

目標設定の理由説明

考え方と算式方法

引用等

36.3

子どもたちが安全・安心
した教育環境を充実した
ものにするため。アン
増加 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。

【算出式】
H31年の実績値を基に
毎年2%ずつ増加。
市民アンケート
26.3%(H31)+(2%×5
年)=36.3%

30.0

学校給食における地場
農産物の使用割合を主
要15品目（県産も含む）
増加 による割合に見直し、第
３次食育推進基本計画
おける目標値を指標とし
て計画する。

【算出式】
第３次食育推進基本計 第３次食育推進基本
画における目標値（地 計画における目標値
場産物の割合）
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前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
施策名
①安全・安心な学校の施設
整備
1

2

展開方針
・ 第5次学校施設整備計画及び学校施設長寿命化計画に基づき、老朽化対策、バリアフリー化、防災機能の充実、トイレの洋式
化に伴う質的環境の向上の充実を進めます。
・ 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検討します。
・ 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、グリーンベルトの設置、歩道の整備
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 ・ 丹波市適正規模・適正配置基本方針に沿って、各地域での学校の小規模化等の状況を踏まえながら順次協議を進めます。
置
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

3

・ 丹波市学校給食運営基本計画【第２次】に定めたロードマップに沿って事業を進めます。また、将来にわたり、安全・安心な学
校給食の安定的な提供のために、施設のあり方について検討します。
・ 地場農産物の使用割合の指標を見直し、「丹波市学校給食用農産物生産者連絡協議会」等と連携を図りながら、安全・安心な
農産物の使用割合を高めるためのシステム構築を検討します。

他部署と連携する施策展開（相手部署名）
施策名

展開方針

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
○丹波市立学校適正規模・適正配置基本方針 ○丹波市学校施設整備計画 ○丹波市通学路安全対策プログラム
関連部門別計画
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後期基本計画 施策改訂シート
代表部署名
5

基本目標/まちづくりの目標

施策目標

記入者

ふるさとに愛着と誇りをもった人づくりのまち

教育総務課

部署

教育総務課

役職氏名 係長 荻野 正臣

教育総務課

【５－３教育委員会機能】地域に開かれ、市民と 関連部署
連携協働で、丹波市の特色ある教育推進に取
り組もう
教育の政治的中立性、継続性、及び安定性を確保しつつ、教育行政における責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の構
築、市長と教育委員会との連携強化を図っています。
また、積極的に教育現場を訪れ現場実態を把握するとともに、関係機関との連携強化により地域の未来につながる「学び」につ
いて議論を深め、教育委員協議会を充実させ政策形成能力の強化を図っています。
さらに、教育委員会広報誌やホームページ、及び自己点検・評価の公表など情報発信に努めていますが、認知度や充実度が高
いとはいえません。そのため、発信方法の工夫が課題となっています。

現状と課題

他部署と連携して解決すべき課題
（相手部署名）
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

めざすまちの姿（ビジョン）

・教育委員の積極的な活動及び政策形成能力の充実。
・教育委員会への関心を高めるため、情報発信を強化。
・とどまることなく変化を続けるこの予測困難な時代のなかで、つねに市民に親しまれる開かれた教育委員会をめざし、情報公開
と情報発信に努め、自己点検・評価を有効に活用し、効果的な教育行政が推進されています。
・ 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。
・市民とともにある開かれた教育委員会をめざし、積極的に情報発信を行うとともに、自己点検・評価を有効に活用する。

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
・市民は、タウンミーティングや「統合準備委員会」などの会議を通じて、教育行政に参画する。
役
割
分
担

市民・事業者の
役割

（
地域の役割
ミ
ッ
シ
行政の役割
ョ （目標達成に向け、市民がす
ン
ること、行政がすることを箇
）
条書きで記述）
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

・コミュニティ・スクールなど、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。
・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。
・コミュニティ・スクールを導⼊することで、学校と保護者、地域がともに知恵を出し合い、学校運営に意⾒を反映させ、協働しなが
ら⼦どもたちの豊かな成⻑を⽀え「地域とともにある学校づくり」を推進する。

指標名

教育委員会が主催する講演会やイベント、
学校の行事に参加した市民の割合

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

指標の
区分

シンボル指標

シンボル指標

単位

％

％

H29/30
実績他

47

33

Ｈ36
（計画）

方向性

目標設定の理由説明

考え方と算式方法

引用等

60

【算出式】H30の実績値
より多くの市民に参加し を基に毎年2%ずつ増
増加 てもらうことが市民との協 加。
市民意識アンケート
働につながるため。
47％(H30)＋（2％×5
年)≒＝60％

50

【算出式】H30の実績値
積極的に情報発信を行
を基に毎年2%ずつ増
うことが地域に開かれた
増加
加。
市民意識アンケート
教育委員会の形成につ
33％(H30)＋（2％×5
ながるため。
年)≒＝50％

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

47

施策名

・ 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
協議会を充実させ、施策形成能力の強化を推進します。
・ 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。

教育委員会の情報発信

・ ホームページやＳＮＳを積極的に活用して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。
・ 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。

1

2

3

4

展開方針

教育委員会機能の充実

次代を担う子どもたちを育て ・ 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
る教育の推進
計画に活かされるマネジメントサイクルを構築します。
自己点検・評価結果の施策 ・ 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
への反映
計画に活かされるマネジメントサイクルを構築します。

他部署と連携する施策展開（相手部署名）
施策名

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

展開方針

・教育委員協議会の充実を図る。
・情報発信について、ホームページや広報紙だけではなく、フェイスブックなどＳＮＳを積極的に活用していく。
○丹波市教育振興基本計画

関連部門別計画
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後期基本計画 施策改訂シート
代表部署名
5

基本目標/まちづくりの目標

施策目標

記入者

ふるさとに愛着と誇りをもった人づくりのまち

【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

子育て支援課

部署

子育て支援課

役職氏名 課長 足立 勲

子育て支援課
関連部署 学校教育課

平成31年度から市内全域で幼保連携型認定こども園による幼児教育・保育を展開することになります。
より質の高い教育･保育が提供できる支援体制を構築するとともに、より高い専門性と教育的情熱を持った指導力のある保育教
諭等を育成するため各種研修会の充実を図る必要があります。
また、低年齢児の保育ニーズの高まりなどから保育人材の確保が大きな課題となっており、待機児童が出ないように処遇改善を
はじめとした保育人材確保策の充実が急務となっています。
さらに、多様化する保育ニーズに応えていくために、認定こども園の看護師配置や小学校へのスムーズな接続のための特別支
援保育の充実 が課題となっています。

現状と課題

幼児教育･保育の質向上 学校教育課
他部署と連携して解決すべき課題 保育人材確保 社会福祉課、新産業創造課
（相手部署名）
保育ニーズの増大に伴う保育教諭不足が大きな課題となっていること。
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

めざすまちの姿（ビジョン）

・ 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。

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
役
割
分
担

市民・事業者の
役割

（
ミ
地域の役割
ッ
シ
行政の役割
ョ （目標達成に向け、市民がす
ン
ること、行政がすることを箇
）
条書きで記述）
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

・認定こども園等を利用する保護者は、子育ての当事者として就労等に応じた適切な利用を図り、保育教諭の資質向上に寄与
する。
・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。
・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。
・保育人材確保策を積極的に推進する。
・保育ニーズ増大に伴う認定こども園の負担軽減を利用者にも呼びかける必要があることから、市民・事業者の役割を見直した。
・保育人材確保を行政の役割に追加した。

指標の
区分

指標名

単位

H29/30
実績他

Ｈ36
（計画）

方向性

目標設定の理由説明

考え方と算式方法

就学前の教育・保育施設に通う園児の保
護者の満足度

重点化指標

％

89%

95%

増加

認定こども園を利用する
保護者の評価が高いこと
年１％ずつ増加
は、質の高い教育･保育
につながることから。

認定こども園における看護師配置

重点化指標

園

5

13

増加

病児保育に対するニー
ズが高いことから。

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

・幼児教育・保育の質向上がより評価しやすい指標とした。
・安心して預けられる施設として看護師配置は大きな要因であることから指標とした。

49

全園配置

引用等
子ども･子育て支援
事業計画に係る満足
度調査

施策名

展開方針

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歳児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、高い専門性と教育的情熱を持った指導力のある保育教諭を育成
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。
・待機児童を出さないために保育人材確保策を積極的に展開します。
【関連】1-6①子育て支援の充実

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。
【関連】1-5④療育支援体制の充実、1-6①子育て支援の充実、1-6③児童虐待を防止する体制の構築

1

2

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、NPO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
3
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】1-6①子育て環境の充実 1-6③児童虐待を防止する体制の構築
他部署と連携する施策展開（相手部署名）
施策名
展開方針
①幼児教育・保育の充実
専門性の高い指導主事の主導による、各種研修会の充実、園内研修の支援（学校教育課）
保育人材確保策を追加
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
○第2期丹波市子ども･子育て支援事業計画（H32～H36）
関連部門別計画
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後期基本計画 施策改訂シート
代表部署名
基本目標/まちづくりの目標

施策目標

5

ふるさとに愛着と誇りをもった人づくりのまち

【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

記入者

部署
市民活動課

関連部署 教育総務課

市民活動課
市民活動課

役職氏名 係長 小畠克弘
文化・スポーツ課
中央図書館

子育て支援課
市民が生涯学習活動を通じて習得した知識や技術等を社会に還元し活かしていく「知識循環型生涯学習」の更なる推進を生涯
学習関連事業を実施する部署と連携しながら進めています。
一方で、地域において、市民自らが主体となり、人口減少や高齢化をはじめとする多様な課題や急速な社会環境の変化と向き
合いながら、持続可能なまちづくりを進めることが求められています。その方策として、多くの市民が学びへ参加するきっかけづく
り、ＮＰＯや市民活動団体など多様な主体との連携・協働、まちづくりを主導する人材育成について支援していく必要があります。
一方、スポーツでは、平成27年12月に策定した「スポーツ推進計画」による成人のスポーツ実施率を向上していくために、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。（文化・スポーツ課）
次に、家庭教育を支援する子育て学習センターについては、児童館や認定こども園の子育て支援事業などとの重複する部分を
整理し、保護者の自発的な学びを促進するため、自主事業数は減少したものの、来館者数にはあまり影響しておらず、子育てを
学ぶ親育ちの場、地域の子育て拠点として重要な存在となっています。（子育て支援課）
少子高齢化や情報が手軽に入手できる情報化社会において、図書館利用者数が減少する傾向にあります。市民アンケート結果
では、62.4％の市民が一年以内に図書館を利用されていない状況にあります。生涯学習や課題解決のための施設として図書館
の魅力と利便性を広く市民に周知し、新たな図書館利用者を増やす必要があります。（中央図書館）

・関係部署が取り組む生涯学習推進事業と連携を図り、図書館を活用してもらう生涯学習となるように市民への支援を行う必要が
他部署と連携して解決すべき課題 ある。（中央図書館）
（相手部署名）

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

めざすまちの姿（ビジョン）

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

役
割
分
担

市民・事業者の
役割

・平成27年４月に策定した丹波市生涯学習基本計画において、これからのまちづくりは、複雑な地域課題や多様なニーズに対応
していくことが求められ、そのためには、地域社会を構成する一人ひとりの個性や多様性が尊重され、地域の担い手としてその力
が発揮されることが重要としています。（市民活動課）
・平成27年12月に策定した丹波市スポーツ推進計画において、平成27年に策定された総合計画の目標の一つである「ふるさと
に愛着と誇りをもった人づくりのまち」をスポーツ推進計画に位置づけていることから、スポーツ推進計画の施策展開を総合計画
に関連づけていくために見直した。（文化・スポーツ課）
・図書館だけの周知でなく、関係部署との連携を図ることにより、図書館の魅力を市民に伝えることができるとの視点から。（中央
図書館）
・学んだ成果をまちづくりの実践に生かす「知識循環型生涯学習」の実現をめざします。
・市民と行政が協働し、学びを通して地域課題を解決する、市民が主役のまちになっています。
・平成27年４月に策定した「丹波市生涯学習基本計画」において、「たんばにひろげる まなびの輪」を基本理念に、市民の生涯
学習活動や地域づくり活動への支援の成果、課題を踏まえ、市民が住みやすいまちづくりの担い手として、主体的に学び、学ん
だ成果をまちづくりの実践に生かし、さらに実践の中から新たな課題へと挑戦し学ぶ「知識循環型生涯学習」の実現に向けた施
策の展開と体制の構築を、市民や様々な団体等と協働して推進していくとしているため。
・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。
・市民は、学んだ成果を積極的に地域で生かしていく。
・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。
・市民は、図書館、生涯学習施設での様々な学びで得た知識や技術を地域や市民活動に活かして、地域づくりを推進する。
・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。
・家庭や地域での読書機会の確保や子ども司書認定者が地域で活躍できる場や機会を提供し、子ども読書を推進する。
・市民は、生涯学習を支援する施設として、暮らしの中で図書館を活用する。

地域の役割
（
ミ
ッ
・「知識循環型生涯学習社会の実現」を目指し、市民が主体的に取り組む学習活動や市民活動を積極的に支援し、地域の担い
シ
手となる活躍市民の増加に向けた取り組みを進める。
ョ
行政の役割
・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
ン （目標達成に向け、市民がす
事業を支援する。
） ること、行政がすることを箇 ・図書館は、市民の生涯学習をあらゆる情報提供と資料を使っての支援を行う。
条書きで記述）
・市民の身近な課題解決に役立つ｣施設としての機能を強化する。
・図書館の魅力やサービス内容を積極的に周知し、図書館利用を促進する。
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

・学んだ成果を地域に還元する「知識循環型生涯学習」の推進、持続可能なまちづくりのための人材育成が必要である。
・地域課題の解消に向けた活動によって興味を持つ人がさらに増えるという「まなびの輪」をひろげるため、図書館を暮らしの中
で活用していただくことに視点をおいた。
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指標の
区分

指標名

１年以内に生涯学習を行った割合

シンボル指標

学びの活動で身についた知識や技能を生
かしたいと思う市民の割合

シンボル指標

成人における週一回以上のスポーツに取 重点化指標
り組んでいる市民の割合

一年以内に図書館資料を借りたことがある
市民の割合

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

シンボル指標

単位

％

％

％

％

H29/30
実績他

56.0

34.2

44.0

12.6

Ｈ36
（計画）

考え方と算式方法

引用等

生涯学習活動の実施状
況を推定するもの
【算出根拠】
丹波市生涯学習に
Ｈ25年度の市民意識調 関するアンケート調
査の実績に基づき、
査
60％から年１％（約600
人）の増加を目指す。

生涯学習に取り組んで
増加 いる市民の割合を把握
するため。

40.0

知識の循環を目的とし
た学びの活動の意欲を
推定するもの。
学んだ成果を生かそうと 【算出根拠】
丹波市生涯学習に
増加 する市民の割合を把握 Ｈ25年度の市民意識調 関するアンケート調
するため。
査の実績に基づき、
査
30.7％から年１％（約
600人）の増加を目指
す。

50.0

年齢に関係なく誰もがス
ポーツに取り組む社会を
毎年アンケートを実施 丹波市生涯学習に
目指すことを目標として
し、スポーツ実施率を把 関するアンケート調
増加
いるスポーツ推進計画に
握する。
査
おける数値目標であるた
め。

12.6

人口は減少するが一年
以内に図書館資料を借
各年度の人口当たりの りたことがある市民の割
丹波市立図書館統
現状維持 図書館利用率を把握す 合は現状を維持する。
計
7,412人（図書館実利用
るため。
者数予想）／58,831人
（人口予想）＝12.6％

・丹波市生涯学習基本計画における基本理念「たんばにひろげる まなびの輪～豊かな資源を活かした生涯学習環境づくり～」
の実現に向けた数値目標としているため。
・生涯学習とスポーツ活動を合わせた指標としていたが、各施策を個別計画において展開しており、それぞれに数値目標を定め
ていることから、個別計画に連動した指標に修正する。
・平成26年度以降、一年以内に図書館資料を借りたことがある市民の割合（図書館実利用者率）は、毎年減少している。実図書
館利用率を増加させることが困難であると考え、人口減少に比例しないように、図書館実利用者数を現状維持としていくこととし
た。
展開方針

①生涯学習の支援

・生涯学習基本計画に基づき、「知識循環型生涯学習社会の実現」を目指し、市民が主体的に取り組む学習活動や市民活動を
積極的に支援し、地域の担い手となる活躍市民の増加に向けた取り組みを進めます。
・持続可能なまちづくりのため、主体的に関わる市民の育成、ＮＰＯ・市民活動団体など多様な主体との連携推進を図ります。

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。

④スポーツの振興

・平成27年12月に策定したスポーツ推進計画に基づいた展開方針に修正しました。

1

2

4

目標設定の理由説明

70.0

施策名

3

方向性

5

⑤図書館の課題解決支援機 ・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ための相談や情報提供を行う機能を充実し、
能等の充実
暮らしの中で図書館を活用していただくことに取り組みます。

6

⑥市民協働による図書館運 ・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
営の推進
の機会の創出に努め、図書館の魅力を市民に伝えていきます。

他部署と連携する施策展開（相手部署名）
施策名
展開方針
図書館の魅力を伝える周知 ・生涯学習事業を行う関係部署と連携を図り、各事業に図書館が協働できる資料提供や資料展示などの取り組みを行い、生涯
活動
学習を提供できる施設であることを広く市民に周知し新たな図書館利用者を増やします。
市民活動課、文化・スポーツ
課、子育て支援課
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

関連部門別計画

・生涯学習基本計画に基づく、「知識循環型生涯学習」の推進
・持続可能なまちづくりに向けた人材育成やネットワークづくり
・図書館の魅力を市民に伝えるため、関係部署との連携を図り、関係部署が実施する生涯学習事業に合わせた図書館での事業
展開を行う必要があると考えた。
○丹波市生涯学習基本計画（Ｈ27～Ｈ36） ○丹波市スポーツ推進計画（Ｈ27～Ｈ36） ○丹波市生涯学習施設整備方針（適正
配置計画）
○第２次丹波市こども読書活動推進計画（Ｈ28～Ｈ32）
○第３次丹波市こども読書活動推進計画（2021年～2026年度）の策定を計画
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後期基本計画 施策改訂シート
代表部署名
5

基本目標/まちづくりの目標

施策目標

記入者

ふるさとに愛着と誇りをもった人づくりのまち

【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

人権啓発センター

部署

人権啓発センター

役職氏名 係長 足立 倫啓

人権啓発センター
関連部署

市では、第２次丹波市人権施策基本方針に基づき、家庭や学校、職場、地域などのあらゆる場における人権教育や人権啓発
を推進し、人権尊重社会の実現に向けて取り組んできました。
近年の社会情勢の変化や人々の意識の変化などにより、人権問題は多様化、複雑化しています。また、情報化の進展により、
インターネットを悪用して個人の名誉やプライバシーを侵害する書き込みや差別を助長する表現が掲載されており、これらに対
する監視と拡散防止を強化する必要があります。
このため、市民一人ひとりが人権を尊重することの重要性を認識し、人権に配慮した行動をとることができるよう、人権教育・人
権啓発を充実させることが必要となっています。

現状と課題

他部署と連携して解決すべき課題
（相手部署名）
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

めざすまちの姿（ビジョン）

・人権問題は、社会情勢の変化等により複雑化・多様化している。
・インターネット上での人権侵害や差別を助長する書き込みへの対応を強化する必要がある。
・人権尊重の社会の実現を図るため、人権教育・人権啓発を充実させる必要がある。
・ 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。
修正なし

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
役
割
分
担

市民・事業者の
役割

・地域や職場等で開催される人権学習に参加し、人権について正しく理解するとともに、人権に配慮した行動をとる。
・事業者は、職場での人権学習や行政・地域が開催する講演会等に従業員とともに積極的に参加し、人権が尊重される職場づく
りや企業活動を行う。

・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。
（
・様々な人権課題や地域が抱える課題についての人権学習会を積極的に開催する。
ミ
地域の役割
ッ
シ
行政の役割
・市民が人権について学ぶ機会の提供と人権意識の高揚に向けた啓発活動を行う。
ョ
ン （目標達成に向け、市民がす ・市民の主体的な学習が充実したものとなるよう、学習情報や教材の提供、助言を行う。
ること、行政がすることを箇
）
条書きで記述）
・基本的には同じ内容としているが、語句や表現を修正
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
指標名

指標の
区分

住んでいる地域は、人権が尊重されている 重点化指標
と思う市民の割合

一年以内に人権についての学習会等に参 重点化指標
加したことがある市民の割合

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

単位

％

％

H29/30
実績他

32.7

35.1

Ｈ36
（計画）

方向性

目標設定の理由説明

考え方と算式方法

引用等

57.7

【算出式】H30の実績値
人権が尊重されていると
を基に毎年5%ずつ増
感じる市民の割合を増や
加。
増加
市民意識アンケート
すことが重要であるた
32.7％(H30)＋（5％×5
め。
年)＝57.7％

60.1

【算出式】H30の実績値
人権についての学習会
を基に毎年5%ずつ増
等への参加により、人権
増加
加。
市民意識アンケート
意識を高めることが重要
35.1％(H30)＋（5％×5
であるため。
年)＝60.1％

・指標項目①（上段）
語句の修正
前期計画のめざす値が現状と大きくかけ離れているため、めざす値をH30の数値から毎年５％上昇させた57.7％に修正
・指標項目②（下段）
前期計画のめざす値が現状と大きくかけ離れているため、めざす値をH30の数値から毎年５％上昇させた60.1％に修正

53

施策名

展開方針

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、必要に応じて第２次丹波
市人権施策基本方針の見直しを行います。

1

2

3
他部署と連携する施策展開（相手部署名）
施策名

展開方針

修正なし
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
○丹波市人権施策基本方針
関連部門別計画
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後期基本計画 施策改訂シート
代表部署名
5

基本目標/まちづくりの目標

施策目標

記入者

ふるさとに愛着と誇りをもった人づくりのまち

【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

人権啓発センター

部署

人権啓発センター

役職氏名 係長 足立 倫啓

人権啓発センター
関連部署

市においては、男女共同参画社会基本法に基づき丹波市男女共同参画計画を策定し、男女共同参画社会の実現に向け、
様々な施策を進めてきました。
しかし、性別による固定的な役割分担意識に基づく社会制度や慣行が根強く残るなど、解決しなければならない課題がなお多
くあります。
人口減少社会の本格的な到来や生活様式・価値観の多様化など、社会情勢が大きく変化する中で、豊かで活力あるまちを持
続していくためには、すべての人が性別にかかわりなく、互いにその人権を尊重し、それぞれの個性と能力を十分に発揮できる
男女共同参画社会を実現する必要があります。
また、女性の活躍に向けた取組が社会全体で拡大しており、本市においても女性の活躍を一層推進していくことが重要になっ
ています。

現状と課題

他部署と連携して解決すべき課題
（相手部署名）
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

めざすまちの姿（ビジョン）
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
役
割
分
担

市民・事業者の
役割

・男女共同参画社会の実現を目指して様々な取組を行ってきたが、男女共同参画社会の実現には、まだ多くの課題が残されて
いる。
・人口減少や社会情勢の変化の中、将来にわたって活力あるまちを持続していくためには男女共同参画社会の実現と女性の活
躍を推進する必要がある。
・市、市民、事業者等が一体となって男女共同参画社会の実現に向けて取り組む必要がある。
・誰もが家庭、地域、職場などあらゆる分野において、責任を分かち合いながら、その個性と能力を発揮し、いきいきと暮らしてい
ます。
・男女共同参画が推進し、誰もがあらゆる分野で個性の能力を発揮し、いきいきと暮らしている姿に修正した。
前期基本計画のまちの姿として記載していた、「女性の就業・起業機会の拡大」については、上記に含まれるため、削除した。
・男女共同参画に関する理解を深め、社会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進に努める。
・その事業活動において、男女共同参画の推進に取り組むよう努める。
・男女が仕事と家庭生活その他の活動とを両立して行うことができる職場環境を整備するよう努める。

・その運営又は活動に関する方針の決定等について、男女が対等に参画する機会を確保するとともに、男女が性別にかかわり
地域の役割
なく能力を発揮できる環境を整備するよう努める。
（
）ミ
行政の役割
・丹波市男女共同参画推進条例及び第３次丹波市男女共同参画計画に基づき、男女共同参画の推進に努める。
ッ
シ （目標達成に向け、市民がす
ョ ること、行政がすることを箇
条書きで記述）
前期基本計画から見直した視点 ・市民・事業者及び地域の役割は、丹波市男女共同参画推進条例に規定している責務を記載した。
・行政の役割は、丹波市男女共同参画推進条例と第３次丹波市男女共同参画計画に基づき進めていくことを記載した。
（見直した理由など）
ン

指標名

指標の
区分

男女共同参画推進員が活動を行った自治 重点化指標
会の割合

ワーク・ライフ・バランスがとれていると思う 重点化指標
市民の割合

単位

H29/30
実績他

％

Ｈ36
（計画）

16.4

％

43.7

方向性

目標設定の理由説明

考え方と算式方法

引用等

61.4

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
増加 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。

【算出式】H30の実績値
を基に毎年9%ずつ増加
丹波市人権啓発セン
させることを目標とする。
ター資料
16.4％(H29)＋（9％×5
年)＝61.4％

63.7

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
増加
「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。

【算出式】H30の実績値
を基に毎年4%ずつ増加
させることを目標とする。 市民アンケート
43.7％(H30)＋（4％×5
年)＝63.7％

丹波市男女共同参画推進条例を知ってい
ると回答した市民の割合

シンボル指標

％

－

－

丹波市男女共同参画推
進条例は、男女共同参
H31にアンケート調査を
画を推進していく上での
増加
実施、その結果より増加 市民アンケート
基本となるものであり、よ
させることを目標とする。
り多くの市民に知っても
らう必要があるため。

男女共同参画センターで実施するセミ
ナー・イベントの参加者数

シンボル指標

人

－

－

増加
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より多くの市民に参加し
てもらうことが男女共同
参画の推進に繋がるた
め。

H31年度の参加者数を
集計し、その結果より増 丹波市人権啓発セン
加させることを目標とす ター資料による
る。

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

・指標項目③（追加）
丹波市男女共同参画推進条例を知っていると回答した市民の割合を追加
・指標項目④（追加）
男女共同参画センターで開催するセミナー・イベントの参加者数を追加

施策名
1

2

展開方針

①男女のワーク・ライフ・バラ ・ 男女がともに生きがいや働きがいを感じる生き方ができるよう、「ワーク・ライフ・バランス」の意義や重要性、働き方の見直しに
ンスの推進
ついての啓発に努めます。
②政策・方針決定過程等へ ・ 女性の意見や考えを市政に反映させるため、審議会等委員への女性の登用を進めます。また、市管理職の女性登用割合を
の女性の参画促進
増加させるなど、市が率先して男女共同参画の推進に努めます。
③女性の活躍支援

3

・ 女性が自らの意思により、家庭・職場・地域等のあらゆる場において個性と能力を十分に発揮することができるよう、就業や地
域活動等に関する支援、女性のネットワークづくりへの支援を行います。

他部署と連携する施策展開（相手部署名）
施策名

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

関連部門別計画

展開方針

・①の「男女のワーク・ライフ・バランスの推進」では、「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る」としていたが、ワーク・ライフ・バランスを進めるためには、個人の意識や働き方の見直しに向
けた啓発が重要であることから、内容を修正した。
・②の「女性登用機会の拡大」は、施策名を「政策・方針決定過程等への女性の参画促進」に変更し、内容を修正した。
・③の「女性の雇用・起業などキャリア支援」は、施策名を「女性の活躍支援」に変更し、家庭・職場・地域等のあらゆる場における
女性の活躍支援とネットワークづくり支援に取り組むことを記載した。
○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
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後期基本計画 施策改訂シート
代表部署名
基本目標/まちづくりの目標

5

記入者

ふるさとに愛着と誇りをもった人づくりのまち

文化・スポーツ課

部署

文化・スポーツ課

役職氏名 課長 高見智幸

文化・スポーツ課
係長 長井 誠
課長 長奥喜和
【５－８芸術・文化】地域の芸術・文化を守り、育 関連部署 文化財課
施策目標
て、活かそう
植野記念美術館
係長 徳原多喜雄
より多くの市民が文化芸術を享受し、心豊かに生きるためには、市民が主体となり、本市ならではの文化芸術を守り、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、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、市民
の関心が低い傾向があるなど、事業展開を工夫する必要があります。
このような中で、丹波市民美術展を拡充した「丹波アートコンペティション（丹波市展）」の企画・開催、魅力ある美術館の展覧会
現状と課題
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文化芸術に親しめる環境づくりが求め
られています。
また、歴史や文化財への市民の関心も高まってきており、地域の歴史を学び理解しようとする市民の動きの中にあって、新たな文
化財の掘り起こしや保存、活用することの重要性が増しています。
・本市には、有形・無形の文化財をはじめとする歴史的文化遺産が存在しているが、これに興味を示す一部の市民や専門家だ
けのものでなく、広く一般に公開・知ってもらうことで、その魅力や価値が発揮されるものであることから、単に保存・管理するので
他部署と連携して解決すべき課題 はなく、観光資源としての取組（活用）が求められています。
・市民の参画による美術館の活用（作品制作者のみならず、観覧者の能動的参加と生涯学習の深化（案内ボランティア等）に向
（相手部署名）
けての講座の実施等の検討を行う。）

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

めざすまちの姿（ビジョン）

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

役
割
分
担

市民・事業者の
役割

・丹波美術大賞展は平成28年度に閉幕、丹波市民美術展は平成31年度より「丹波アートコンペティション（丹波市展）」として拡
充開催します。
・平成30年度からは、文化芸術推進審議会において、「芸術・文化」の表記を国の「文化芸術基本法」及び「文化芸術推進基本
計画」に準じ「文化芸術」に統一します。
・美術館友の会活動への支援を行う。美術館展覧会への参加内容・かかわり方の多様化と広がりを目指します。
・ 地域の文化芸術に関心と誇りを持ち、文化芸術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、自らも文化芸術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。
・直接的に創作活動に参加する市民のみならず、鑑賞者あるいは支援者としての視点から、より多くの文化芸術活動への理解者
が増えています。
・市内在住者の美術館来館者の増加と来館者の満足度の充足を図るため。
・平成30年度からは、文化芸術推進審議会において、「芸術・文化」の表記を国の「文化芸術基本法」及び「文化芸術推進基本
計画」に準じ「文化芸術」に統一します。
・文化芸術活動の担い手として、文化芸術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。

（
・自治公民館活動の文化祭等を開催し、文化芸術に参画する地域づくり・人づくりを推進する。
ミ
地域の役割
・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。
ッ
シ
・文化ホールや美術館における魅力ある事業の実施、文化芸術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
行政の役割
支援等を行い、市民の文化芸術に対する関心を高める。
ョ
ン （目標達成に向け、市民がす ・個人や団体等が所有する文化財の保存管理を支援する。
ること、行政がすることを箇 ・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。
）
条書きで記述）
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

・平成30年度からは、文化芸術推進審議会において、「芸術・文化」の表記を国の「文化芸術基本法」及び「文化芸術推進基本
計画」に準じ「文化芸術」に統一します。

指標の
区分

指標名

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 重点化指標
行う美術展などへ行ったことがある市民の
割合

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

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

重点化指標

単位

％

％

H29/30
実績他

37/34

51

Ｈ36
（計画）

方向性

目標設定の理由説明

考え方と算式方法

引用等

50

市民アンケート結果の
「定期的に行く＋ある（2
舞台芸術公演や美術展
回以上）＋ある（1回以
増加 への関心が高まっている
市民意識アンケート
上）」と回答された割合
かの確認
で、概ね6割以上目標と
している。

60

市民アンケート結果の
「定期的に参加・鑑賞す
地域に対する誇りや愛着
る＋ある（2回以上）＋あ
増加 の醸成ができているかの
市民意識アンケート
る（1回以上）」と回答さ
確認とする。
れた割合で、概ね6割以
上目標としている。

変更無し
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施策名

展開方針

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事業推進会議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市展開催事業の拡充

・ 丹波アートコンペティション（丹波市展）として拡充開催することで、丹波市を広くPRし、文化芸術活動を推進します。

③文化団体の支援

・ 市文化協会などをはじめとする文化団体の活動を支援し、文化芸術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、本市の文化芸術活動に関する情報発信を促進させます。

1

2

3

4

④歴史文化遺産の保存活用 ・ 歴史的文化遺産を次世代へ継承していくため、文化財の保存・修復や記録保存と掘り起しに努めるとともに、市民に歴史・文
と継承
化に触れる機会を設けることにより地域への誇りや愛着が醸成され、歴史文化遺産の保存・活用を通したまちづくりへと発展して
いくことを目指します。
⑤文化芸術の推進

5

・ 文化芸術推進基本計計画に基づき、優れた質の高い文化芸術を鑑賞・体験する機会を提供するため、県・市・関係する団体
等が連携し、より市民が文化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。

他部署と連携する施策展開（相手部署名）
施策名

展開方針

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
関連部門別計画
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後期基本計画 施策改訂シート
代表部署名
6

基本目標/まちづくりの目標

記入者

丹波力を活かした創意ある元気なまち

新産業創造課

役職氏名 岡林 勝則

新産業創造課
関連部署

【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

施策目標

新産業創造課

部署

本市では市内商工業、中小企業に対して各施策を展開し振興を図っていますが、商業においては、人口減少やインターネット
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、個店の後継者不足も大きな課題となってきており、小規模店
への支援がこれまで以上に求められているところです。
工業においては長期にわたる景気低迷による生産拠点の海外移転や企業における消極的な設備投資から脱却し、事業活動
が活発化してきましたが、一方で、労働力となる人材不足が顕著となってきており経済活動を停滞させる要因のひとつともなりうる
状況です。
そのような状況の中において市内への新規企業立地や工場等の増設、設備投資は、雇用の創出や地域経済活性化に重要で
すので、人材確保対策を含め、引き続き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産業の育成、企業立
地の促進が必要です。

現状と課題

他部署と連携して解決すべき課題
（相手部署名）
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

めざすまちの姿（ビジョン）

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

役
割
分
担

市民・事業者の
役割

・近年の商工業を取り巻く環境として、人口減少による市内消費の低下、商店等における後継者不足、工場等事業所の労働力
不足があげられており、地域経済を活性化させるためにはその点を意識した対応が求められています。
・ 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。
現状の課題を認識したうえで、後期基本計画においても「めざすまちの姿」に変わりはなく、小規模店舗の活性化、企業の事業
拡大や新規企業の立地、そして地域資源を活用など地域の特性を生かした事業活動が市民生活を支えている姿をめざします。
・市民は、消費活動の基本を市内におき、市内で生産、製造及び加工される製品の購買または消費など一人一人が地域経済活
性化の意識を持つ。
・事業者は、事業活動の向上及び改善により経営基盤の強化を図るとともに市内他の事業者等との連携にも努める。
・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。

・地域は地元企業の事業活動をよく理解し、協力に努めるなど地域ぐるみで産業活性化に向けたまちづくりに参加する。
（
ミ
地域の役割
ッ
シ
・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。
ョ
行政の役割
ン （目標達成に向け、市民がす ・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。
） ること、行政がすることを箇 ・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
条書きで記述）
て支援を行う。
３者の役割に変更はないが、丹波市中小企業・小規模企業振興基本条例に基づき一部表記を修正しました。
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
指標名

指標の
区分

単位

H29/30
実績他

Ｈ36
（計画）

方向性

目標設定の理由説明

考え方と算式方法

企業誘致を推進すること
過去５年間の実績にお
現状維持 が、産業の活性化と雇用
ける平均値から設定
の拡大につながるため

企業誘致件数（新規）

シンボル指標

件

3

2

新規起業者件数（新規）

シンボル指標

件

13

20

新規起業者を増やすこと
創業支援事業計画にお
増加 が、産業の活性化につ
ける目標値を設定
ながるため

地域資源を活用した商品開発件数

シンボル指標

8

丹波市の魅力ある地域
資源を活用した商品開
過去５年間の実績を参
増加 発は、生産者と商工業者
考に目標値を設定
の連携を活発化させるた
め

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

件

8

引用等

地域資源活用の商品開発件数を追加。（市民意識アンケートにおいて、地域資源を活用した農商工連携による産業振興の意識
も高いため。）
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施策名

展開方針

①企業立地の推進

・ 地域未来投資促進法に基づく基本計画に沿って、本市の地域の特性を活かした産業分野（ヘルスケア分野、農林業値域商
社分野、成長ものづくり分野、観光分野）の企業誘致を促進します。
・ 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。

②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、市外への市内企業情報の発信に努めます。
・ 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。

1

2

3

4

5

他部署と連携する施策展開（相手部署名）
施策名

展開方針

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

①企業誘致の推進については、企業立地促進法から地域未来投資促進法に改正となっている点を踏まえています。
②ものづくり人材の確保から②人材の確保とし、ものづくり分野に限定せず、幅広く企業の人材確保の支援に努める必要があり
ます。

関連部門別計画

○丹波市観光・商工業ユニティプラン ○丹波市中心市街地活性化基本計画
○地域未来投資促進法に基づく基本計画
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後期基本計画 施策改訂シート
代表部署名
基本目標/まちづくりの目標

施策目標

6

丹波力を活かした創意ある元気なまち

【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

記入者

部署

農業振興課
産業経済部 農業振興課

農業振興課
関連部署 農林整備課

役職氏名 課長 高見英孝
シティプロモーション推進室

農業委員会事務局
農業を取り巻く環境については、国際的にはTPPの発効などにより、今後、海外の安価な農産物の輸入により、国内市場にお
ける農産物価格の下落が危惧され、また、国内においては、米の生産調整の廃止による農家の経営安定対策やセーフティー
ネットである農業保険法の改正など、大きな変化が起こっている。さらに、農業従事者の高齢化や後継者不足、鳥獣被害など農
家にとっては極めて厳しい状況にあり、耕作放棄地や不作付地が増加により、美しい田園風景に象徴される農業・農村の環境の
悪化が危惧される。
今後は、地域農業の担い手の確保や育成に注力するとともに、特産物の更なるブランド化、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に加え、産地として生産量を確保するために農業者のネットワーク化を図る取組みが重要となってい
ます。
林業では、近年の木材需要の低迷や林業の採算性の悪化等により、経済的価値の薄れた放置森林が拡大しています。その結
果、手入れ不足となった市内各所の未整備林では多面的機能の低下から、集中豪雨等によって山腹崩壊を招く一つの要因と
なっています。土砂災害の防止や水源の涵養機能など、森林が本来持ちうる公益的（多面的）機能の回復・保持の重要性につ
いて、市民、行政、森林事業者など幅広い関係者が再認識するとともに、行政としては、森林所有者や自治会等地域の実情や
林況を正確に把握しながら取組施策等を選択・提案する必要があります。
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。
農業振興課－新産業創造課
：６次産業化や販路拡大など農商工連携
－恐竜・観光振興課
：農泊、農業体験など観光連携
－農林整備課、農業委員会：耕作放棄地対策
－生活環境部市民環境課 ：環境創造型農業の推進など環境負荷軽減
－建設部住まいづくり課 ：移住者（新規就農者）への定住支援

他部署と連携して解決すべき課題
（相手部署名）
農林整備課－生活環境部市民環境課
・氷上町南油良地内県有林の有効活用
・市民参画型の森林整備の推進と木の駅プロジェクトの活性化
・木材利用と木質バイオマス資源エネルギーの推進（用材供給の促進と薪需要の推進）

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

めざすまちの姿（ビジョン）

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

農業
・TPPなど国際環境変化やコメ政策の転換
・中山間地の農業として、高付加価値化や環境創造型農業の推進の必要性
・新たな担い手の確保、育成の必要性
・儲かる農業として、農家所得の向上の取組み
林業
・森林環境譲与税の導入に伴い、これまでの事業では実施困難であった「未整備林」への対策を考える。
・市民や自治会等地域ニーズのくみ取りや森林に対する関心を呼び戻すため、林業普及推進員制度を有効活用する。
・集落営農組織や認定農業者などの経営体に後継者が存在し、農の学校の卒業生や企業の農業参入など新たな就農者が地域
農業の担い手として地域に定着し、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。
・市民、事業者が小豆、黒豆、栗など知名度の高い農産物のブランド力を活かして、生産、加工、流通、販売、消費活動を通じて
地域内に経済循環する仕組みが構築されている。
・丹波大納言小豆がはじめ丹波ブランドが全国区となり、国内外から引き合いが増え、付加価値が高まり、取引量の増加、取引
価格の上昇により生産意欲の向上、新規就農、作付面積の増加、生産量が拡大している。
・先進的な農家では、農地管理、農作業管理のICT化が進み、経費の節減、省力化に取り組んでいる。
・成熟したスギやヒノキの人工林が積極的に伐採・搬出されることで、様々な用途に応じた丹波市産材の利活用が推進され、素
材生産業（川上）から製材業（川中）、建築業（川下）に至る「林産業界」の活性化が期待されます。
・農業従事者の高齢者による後継者不足のへの対応
・H31年4月開校の農の学校、企業の農業参入など、新たな担い手の確保の可能性
・丹波市ブランドの確立の重要性
・シティプロモーションの考え方、取組内容（Sagri株式会社）の反映
・成熟期にある戦後植林された人工林は、これまでの育林の視点から利用を含めた多様な活用の時期への転換期を向かえるこ
とから、この豊富な木材資源の積極的な利活用を目的とした丹波市の公共建築物等における木材利用推進方針「丹の木づかい
推進プラン」を定め、その方向性や具体的な取組目標等を明確にしながら推進することとしたため。
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市民・事業者の
役割
役
割
分
担
（
ミ
ッ
シ
ョ
ン

地域の役割

・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。
・市を代表する農産物関連のイベントなどの運営母体に主体的に関わる。
・森林所有者（市民）としての責務（個人財産を守る＝地域の安全、地域の景観、地域の生態系等の保全）を認識し、森林整備の
意義や重要性を理解する（森林への関心離れの抑止＝具体的な整備施策への展開が期待）。森林組合やその他林業事業体
は、地域ニーズや林況に応じた整備施策を選択し、より効果的な森林整備を計画するとともに、森林づくりの方向性を森林所有
者へ明確に提示しなければならない。
・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
極的な受け入れなど持続可能な経営体としての基盤づくりに努める。
・地域を囲む鳥獣防護柵を共同設置し、適正な維持管理に努める。
・地域力を活かした整備活動に取り組むのか、公的な整備施策を望むのか、まずは地域内でそのニーズを集約し、先人から譲り
受けた地域の財産を後世へどのように繋いでいくのか等を共有する必要がある。

・耕作放棄地の発生の防止や解消に向けた支援体制を構築する。
・環境創造型農業の推進に向けた仕組みづくりを行う。
）
・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。
・新規就農者を確保し、地域とのマッチングなど定着しやすい仕組みつくりを行う。
行政の役割
（目標達成に向け、市民がす ・丹波市ブランドを確立するための仕組みづくりを進める。
ること、行政がすることを箇 ・農業ICT化、スマート化の導入を検討する農家の相談、支援体制を充実する。
・従来の森林整備施策に加え新たにスタートする「森林経営管理制度」や「森林環境譲与税活用事業」等をより効率的に運用す
条書きで記述）
るため、市内林業事業体や木材ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、市民参画型活動組織の代表者等で構成する「丹波市森林（もり）づくり協議会」と
連携し、市民や業界のニーズに沿った施策提案・仕組みづくりを進めていかなければならない。
農業
・新規就農者の確保、育成、定着に向けた取組
・丹波市ブランドの確立
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

指標名

有機農業実施面積

森林整備面積

林業
新たに始まる「森林環境譲与税制度」は、森林整備に関する取組であれば市町自らが企画・立案することが可能であり、森林所
有者や森林に関わる関係者のニーズや思いを踏まえた上で取り組めます。そのためには、それぞれの役割を明確に位置づける
ことが重要であり、自助＝市民参画型森林整備、公助＝公的森林整備、共助＝林業普及推進員制度を用いた森林（もり）づくり
の検討等、地域の実情や事業地の林況に応じた施策を選択する必要があると考えたため。
指標の
区分

単位

重点化指標

重点化指標

ha

ha

H29/30
実績他
58

300

Ｈ36
（計画）

方向性

76

360

増加

目標設定の理由説明

考え方と算式方法

引用等

H30年度実績見込みに
有機農業の推進を行うた 一年3㏊の増加を見込 環境保全型農業直
め
む（58㏊＋3㏊×6年＝ 接支払交付金面積
76㏊）

水源涵養や土砂災害防
止等、森林の多面的機
能の回復・保持は、安全
増加
で快適な市民生活の確
保に不可欠であると考え
るため。

①造林事業等既存施策
と、②31年度からの森
林環境譲与税を財源と
した新規施策を両翼とし
森林整備を推進する
（①300ha②60ha）

①これまでの整備実
績推移からの見込み
②森林環境譲与税
の配分見込み

有機農業実施面積
変更なし
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

森林整備面積
これまで比較的整備が容易であるとされた緩傾斜地等は既存事業で、整備の手が入りにくいとされた急峻地等条件の不利な
森林の整備には「森林環境譲与税」を財源に充て取り組むこととし、さらなる整備面積の拡大を目指します。これのため、指標の
（造林事業）は消去し「森林整備面積」と改めます。
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施策名

1

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、Ｊ
Ａ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。
・丹波三宝をはじめ旬の特産物のよさ、価値の高さをＰＲする味覚フェアを継続実施する。生産者や加工業者との体験、交流を
交え、リピート率の向上、丹波市ファンを獲得する。

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や法人化を図るととも
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。
・ 農の学校の受講生や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】6-1⑤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
保全する取組みを奨励し、合わせて、農地利用最適化推進委員や多面的事業に取組む地域と連携し、遊休農地を解消してい
きます。

2

3

4

5

6

展開方針

①安定した農林業経営の推 ・ 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、環境創造型農業と６次産業化を推進
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。

⑥林業普及推進員制度の運 市民や自治会等が抱える森林に関する課題等を一緒になって考え、林業事業体や行政へ橋渡しができるような“森林に関する
用
案内人”とした「林業普及推進員」を自治会等地域へ派遣し、森林の公益的機能の重要性や森林資源の価値や活用方法等、環
境整備への取り組み意識を再認識いただくことで森林への関心離れをを抑止し、具体的な整備施策への展開を図ることを目指
します。なお、地域へは普及員のメンターとして森林（もり）づくり協議会委員が、施策提案者として農林整備課職員も共に関わっ
ていきます。
⑦丹波市産材の利用推進

森林の多面的機能の回復・保持を目指す森林整備、用材としての木材資源の効率的な循環、環境にやさしい木質燃料の推
進、木育を通じた次代の子どもたちへの関わり。これらを取り組みの意義とした丹波市の公共建築物等における木材利用推進方
針「丹の木づかい推進プラン」に基づき、整備が可能とされる公共施設の木造・木質化への取組を推進します。また、取組に関係
する部署で構成する「丹波市公共建築物等における木材の利用促進に関する庁内調整委員会」を適宜開催し、取組に係る情
報の共有・協議を行うこととします。

⑧地域ニーズを踏まえた森
林整備の推進

林業普及推進員による自治会等地域ニーズの探求とともに、事業地の林況やマンパワーの有無、また将来への森林（もり）づく
りの展望等を明確に捉えた上で取組可能な方策を考え、その地域にとって最も有効となる整備施策の提案をしていきます。な
お、施策提案については丹波市森林（もり）づくり協議会への照会の他、成果考察等事業進捗の経過も同会において検証してい
きたいと考えています。

7

8

他部署と連携する施策展開（相手部署名）
施策名
展開方針
市民参画型森林整備の推進 現在、市民参画型森林整備メニューの１つである「森林・山村多面的機能発揮対策交付金」を活用し、森林整備活動に取り組
による木材資源の効率的な まれる組織は市内１３団体あり、来年度はさらに数件増加する見込みです。これら組織の内、市民環境課所管の「木の駅プロジェ
循環（生活環境部市民環境 クト」に既に参加されている組織もありますが、ストックポイントまでの距離等の問題から参加に至っていない組織が大半である現
課）
状から、同プロジェクトのさらなる活性化及び集材積の増大を目指し、伐り出された木材資源が効率的にクリーンエネルギーに転
換されるための課題解決に向けた研究等、同課との連携協議を進めていきます。

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

「薪用材の供給促進＝森林整備＝農林整備課」、「薪需要の拡大・木質バイオエネルギー転換への取組＝環境面＝市民環境
課」と、これまでそれぞれの役割意識は持っていたものの、具体的な成果目標や行動計画を共有した連携・協議ができていない
ことを、まずは打開すべき課題として捉えたため。

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
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後期基本計画 施策改訂シート
代表部署名
基本目標/まちづくりの目標

施策目標

6

丹波力を活かした創意ある元気なまち

【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

記入者

部署

恐竜・観光振興課
恐竜・観光振興課

役職氏名 課長 細見秀和

恐竜・観光振興課
関連部署 シティプロモーション推進室

丹波市には、舞鶴若狭自動車道、北近畿豊岡自動車道の分岐インターチェンジである春日インターチェンジがあり、 阪神間
と但馬・丹後地方を結ぶ交通の要所となっています。しかし、丹波市を訪れる観光入込客数は、年間約2,000千人前後とほぼ横
ばいの状況となっており、観光客の約95％が日帰りとなっています。また、市民アンケートの結果を６年前と比較しても「観光に関
する満足度」は向上しているとは言えません。
人口減少時代が到来している中、自らの地域資源を活用し交流人口を増加することにより、新たな視点で地域の活性化を図る
必要があります。具体的には「水分れ資料館」や「丹波竜化石工房」など観光資源のさらなる磨き上げ、丹波市ならではの“食”を
提供する仕組みづくりを行うなど、観光資源の魅力を高めると同時に、観光情報発信や交通アクセスの充実、市民の「おもてなし
の心」の醸成が必要です。また、「宿泊をしない」「食事をするところが少ない」「土産物を買わない」など、観光による消費額がアッ
プしていないところも課題になっています。
丹波竜化石工房入館者数は、平成27年度、43千人。平成28年度、50千人。平成29年度、61千人と年々増加しており、施設や
機能の拡充について検討する必要があります。
・シティプロモーションを進めるにあたり、市内には数多くの誇れる地域資源があるものの、市民が統一感を共有できるブランドイ
メージの確立、その連続性や発展性、情報発信力の弱さに課題があった。統一感の形成にあっては、ブランド力の高い農産物
など人と自然の生業から育まれた美しい産品、中でも丹波大納言小豆を代表格に据えて、人、自然、文化、歴史、体験を結びつ
けながら、誘客、おもてなし、経済的波及効果のある取組を市民参画のもと戦略的に進める必要がある。

現状と課題

産業経済部 農業振興課（農産物[丹波三宝など]のＰＲにより、観光客の増加、農産物の販売促進等により観光消費額のアッ
他部署と連携して解決すべき課題 プ。道の駅の魅力を高めるとともに、地域の情報発信の充実による市内周遊性の向上を図る）。
（相手部署名）

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

めざすまちの姿（ビジョン）

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

市民・事業者の
役割
役
割
分
担
（
ミ
ッ
シ
ョ
ン

地域の役割

兵庫県「観光客動態調査報告書」や市民アンケート調査の結果をみると、現在のところ交流人口の増加が図られている状況で
はないため、観光推進組織（ＤＭＯ）の設立を視野に入れ、見直しを行いました。
また、ちーたんの館の機能拡充について記載しました。
・魅力ある観光地や丹波市の特産品を使った食事や土産物が楽しめます。
・観光に係る環境整備が進み、観光客の満足度は高まり、リピーターが増加しています。
・丹波市の観光産業のＧＤＰは、10年前の約1.5倍と大きくなっています。
・ちーたんの館の普及教育などの機能が拡充し、来館者が増加しています。
・ブランド価値の高い農産物と観光の連携を軸に、特色ある集客イベントが市民参加で開催され、毎年参加するリピーター率が
高まり、丹波市ファンが増えている。
・市民の誇りが高まるとともに、市内外からあこがれと推奨を得られる地となり、「訪れたい」「交流したい」「買ってみたい」「住んで
みたい」まちとして全国から注目されている。
人口減少社会を迎え、「地域の稼ぐ力を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する観光地経営の視点」をプラスしました。
また、ちーたんの館の情報発信機能に加え、普及教育機能等を強化やフロア拡充の可能性を示唆するものとしました。
・３年間取り組んできたシティプロモーションの最終目標を入れることで、農業×観光連携を企図する。
・観光資源の発掘・研磨・活用に努める。
・おもてなしの心を醸成する。
・地域の歴史、伝統文化や恐竜化石といった世界に誇ることのできる資源を認識し、誇りに思う気持ちを育てる。
・地域資源を活用した付加価値の高いサービス、商材、商品開発に努める。
・地域を代表する観光資源、農産物関連のイベントなどの運営母体に主体的に関わる。
・地域活性化・経済活性化のため、観光資源を使って、交流イベントの企画・開催を主体的に行う。
・消費経済の増加による地域活性化を目指す。
・地域の歴史、伝統文化やを恐竜化石といった世界に誇ることのできる資源を次代に継承する。
・豊かな自然環境や気候風土が生み出す、四季の草花や神社仏閣の伝統行事、農村文化、祭事を伝承し、当事者の誇りと郷土
愛の醸成に努める。

・地域に積極的に関与し、観光資源の発掘・研磨・活用に努める。
・多言語パンフレット作成し、インバウンド対応を行う。
・観光インフラの整備を行う。
行政の役割
） （目標達成に向け、市民がす ・人材育成及び観光推進組織（ＤＭＯ）設立の支援を行う。
ること、行政がすることを箇 ・ちーたんの館を中心とした恐竜化石に関する情報発信のほか、普及教育プログラムの開発などを通じた教育・学習を支援す
る。
条書きで記述）
・観光ウェブサイトでターゲット層に訴求力のある魅力発信を強化する。
・多言語化ＷＥＢサイトの運用による情報発信の充実。
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

平成30年３月策定の“観光・商工業ユニティプラン”の「各主体による取組みと役割」の項目を参考に見直しを行いました。
また、ちーたんの館の機能拡充について見直しを行いました。

64

指標名

指標の
区分

単位

H29/30
実績他

Ｈ36
（計画）

方向性

目標設定の理由説明

引用等

近年は、2,000千人前後
で推移。年間50千人増 兵庫県観光客動態
加として算定。2,184千 調査
人＋50千人×５年

千人

2,184
(H29)

2,450

シンボル指標

％

75

80

増加

丹波竜化石工房・
丹波竜の里公園来場者

シンボル指標

千人

92

95

誘客や恐竜化石に関す
発掘現場30千人、化石 兵庫県観光客動態
増加 る学習の場として来場者
工房65千人
調査
を増やしていく。

観光WEBサイトのアクセス数

重点化指標

回

年間観光入込客数

シンボル指標

来訪者満足度
（満足・やや満足の割合）
※５段階

交流人口を増加し地域
増加
活性化を図るため

考え方と算式方法

増加

観光客の満足度は、「お
もてなし」の醸成を確認
するためにも必要である
から。

本市に関心をもち、情報
取得される数を把握する
ことで関心度の高さ、HP
の質を測ることができる。

丹波市へのリピーター
丹波市独自の観光
を増加させるには、満足
動態調査結果を基に
度の割合が80％以上必
算出
要であるから。

平成31年４月から仮稼
働
平成32年４月から本格
稼働

数値で成果を明確に表現できる指標とするとともに、恐竜関連の指標を追加した。
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
施策名
1

2

3

展開方針

①観光資源の魅力を高める 丹波三宝などの「丹波市ブランド」をさらに磨くとともに、歴史・文化・自然等の魅力をさらに高め、丹波市に多くの観光客を呼び
込みます。 (1)ブランド化した丹波三宝など既存資源のさらなる研磨。
(2)新たな観光ブランドの発掘・開発。 (3)丹波竜の里づくりの推進
②ストレスを感じることなく、 丹波市の情報を発信するとともに、すべての旅行者がストレスなく快適に“旅の喜び”を実感できるよう観光拠点の整備を進める
観光を楽しめる環境を整備 等、環境づくりを推進します。
する
(1)観光情報の効果的な発信 (2)観光インフラの整備
(3)観光拠点の整備 (4)おもてなしの向上
③丹波市の観光を基幹産業 地域資源を活用した観光客の誘客を推進し、観光産業の発展を図ることにより、“お金儲け”ができる、魅力ある「観光地域づく
化する
り」を進めます。
(1)ＤＭＯによる戦略的な観光振興策の展開。 (2)丹波市らしい宿泊施設の整備推進
(3)食事と土産物が楽しめる環境の整備
④丹波竜の里づくりの推進

4

・ 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。
・ にっぽん恐竜協議会の自治体連携強化を図ります。
・ 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。
・ちーたんの館の機能拡充を進めます。

他部署と連携する施策展開（相手部署名）
施策名

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

展開方針

平成30年３月策定の“観光・商工業ユニティプラン”の「基本方向」を参考に見直しを行いました。
また、ちーたんの館の機能拡充について見直しを行いました。
○丹波市観光・商工業ユニティプラン

関連部門別計画

65

後期基本計画 施策改訂シート
代表部署名
基本目標/まちづくりの目標

施策目標

7

市民が主体の豊かな地域力の向上

【７－１】協働のまちづくりの推進

記入者

部署

市民活動課
市民活動課

役職氏名 係長 藤原 淳

市民活動課
関連部署

近年、価値観やライフスタイルの多様化などの要因により、昔ながらの人と人とのつながりが希薄化しており、多少の問題なら制
度やお金で解決することができることから地域活動離れが起きています。
また、地域特有の生活課題や災害時対策等の課題など複合化する生活課題により地域活動は増えており、地域組織の運営に
大きな負担感を感じながら、担い手不足や活動内容に苦慮されている現実があります。
価値観の多様化は、行政ニーズの多様化にもつながっており、画一的な行政によるサービスの提供では対応できなくなってき
ています。市民協働を拡充し、地元企業やNPO、福祉事業所、各種団体などと連携を図りながら、多様な担い手による地域支援
が必要となっています。
こうした状況から、市民が住み慣れた地域に住み続ける生活スタイルを実現するためには、地域それぞれに求められる日常生
活に必要なサービスを、行政や事業者にもるものだけでなく、住民自治によって住民相互に顔が見える距離感で提供する「参画
と協働」による自治組織を目指す必要があります。

現状と課題

他部署と連携して解決すべき課題 福祉部、健康部
（相手部署名）

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

丹波市自治協議会のあり方懇話会での中間報告の記載では、丹波市の最重要課題である人口減少に対応する様々な施策が
実施されている中、自治会の現状を見ると、自治会員数の減少、空き家の増加、独居高齢者世帯の増加、役員等の担い手不足
が顕著になりつつあり、公助では届かない生活支援等、住民共助による地域福祉の充実など、「地域の高い自治機能を背景に、
住み慣れた地域で多様な住まい方をしながら、市民一人ひとりが力を発揮し、活躍する暮らし方」が重要になっていると現状や課
題を認識されている。
また、未来都市創造審議会における「まちづくりビジョン」においても、高齢化が進展する中で、地域自治の担い手をどうしてい
くか、住民自治活動への新たな担い手や若い世代、女性の参加を促すための雰囲気づくりが不十分などの課題の記載があり、
重点的にあげている。
連携する部署では、地域包括ケアにかかる百歳体操などの取り組みが各地域で広がりを見せており、後期計画市民アンケート
からも優先すべきものとして「高齢者・障がい社・子どもなどが安心して暮らせる福祉のまちづくり」が１番高い割合を占めており、
活気のあるまちづくりを進めるために地域の福祉力を高めることが必要であるため関連部署としてあげる。

めざすまちの姿（ビジョン）

参画と協働のもと、多様な担い手による地域づくりが活発に行われ、地域のつながりが深まり、みんなで楽しくまちづくりができて
います。
〔市民の暮らしの姿〕
・住民自治の重要性の認識が広がり、地域のことは行政と協働しながら、地域住民自らが取り組んでいくという意識が根付いてい
ます。
・市民と行政、その他の市民活動団体と協働し、地域課題や行政課題の解決が円滑に図られています。
・地域ごとに、課題を把握、実情に合わせて地域に必要な取り組みを促進していく人材が現れ、活躍しています。
〔まちの姿〕
・丹波市自治基本条例に定める自治協議会の役割が明確になり、関連する市の支援制度の再整備により、各地区の特徴に応じ
た組織運営によって、多様な自治活動が展開されています。行政はそれら住民自治による取り組みから生じる課題や提案に対し
て必要な環境整備や支援を行う役割を果たしています。

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

役
割
分
担

市民・事業者の
役割

あり方懇話会中間報告において、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域として、参画と協働が整っていると
いうことを示している。また、「参画と協働の指針」に基づいた地域自治組織や市民活動支援等の施策・既存制度等を土台にし
て、条例に示される地域自治組織をイメージしながら、それぞれの地域の特性を生かし、現状や課題、担い手などを踏まえた自
治組織を形づくるための仕組みや仕掛けを考えていくことが重要であり、目指すまちづくりであると考えます。目指す姿は、未来
都市創造審議会における「まちづくりビジョン」とも合致するように記載しています。
・対象は、市民に住む人、市内で働く人、市内に通学する人、市内で活動する事業者。
・日頃からまちづくりの担い手として地域行事などに積極的に参画する。

・対象は、自治会、自治協議会、ボランティア団体、NPO等の公益的な活動団体。
（
・市民が個人では解決できない課題について、地域で協力することで、より広域的な課題解決に取り組む。
ミ
地域の役割
ッ
シ
行政の役割
・地域で解決できない課題、法令に基づく課題等について、広域的かつ専門的な視点から課題解決に取り組む。
ョ （目標達成に向け、市民がす
ン
ること、行政がすることを箇
）
条書きで記述）
・補完性の原則として、課題解決にあたっては、より身近なところでの取り組みを基本に、出来ないところを近隣、地域、市、県、
前期基本計画から見直した視点 国と順次補完していくこと。特に市は、地域の決定を尊重し、支援に取り組むこととあり、地域は複合化した生活課題により広域
的な視点から課題解決に取り組み、行政は広域的かつ専門的な視点から課題解決に向けて支援をする。
（見直した理由など）
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指標の
区分

指標名

「自治基本条例を知っている」と回答した市
民の割合

地域活動が活発化していると思う市民の
割合

シンボル指標

シンボル指標

あなたの地区の自治協議会（自治振興会）
の活動に参加したいと思った時、参加の意 重点化指標
思表示ができる方法があると思います
か？

あなたの地区の自治協議会（自治振興会）
では、それぞれの立場や違いを認め、誰も 重点化指標
が活発に発言できる気持ちのよい話し合
いができていると思いますか？

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

単位

H29/30
実績他

Ｈ36
（計画）

2

目標設定の理由説明

考え方と算式方法

引用等

41.6%

広報や成人式でのチラ
シ配布、出前講座等啓
自治基本条例は参画と 発活動を積極的に実施
協働の基本となるもので することにより、「知らな
あり、より多くの市民に
い」と答えた人の割合を
増加
市民意識アンケート
知ってもらうことが、参画 毎年２%ずつ認知度を向
と協働の推進につながる 上させる。
ため。
【算出式】
31.6%+（２%×５年）＝
41.6%

56.5%

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
増加
への参画を促し、地域が
一体となった取り組みを
行うことができるため。

広報や成人式でのチラ
シ配布、自治協議会だ
けでなく市民も対象とし
た学びの場を実施する
ことにより、「あまりそう思
わない」と答えた人の割 市民意識アンケート
合を毎年３%ずつ参画す
る割合を向上させる。
【算出式】
41.5%+（３%×５年）＝
56.5%

％ 現在集計中

自治協議会の存在を認
知し、参加の機会が平等
に確保できるように努め
るため

生涯学習活動に関
するアンケート

％ 現在集計中

多様性尊重の原則と共
に、やりたい人がやりた
いことをできるような仕組
みの構築につながり、み
んなで楽しくまちづくりを
するため。

生涯学習活動に関
するアンケート

％

％

31.6%

41.5%

・シンボル指標は変更せず、自治基本条例の浸透を図り、参画と協働のもと市民主体の住民自治を推進します。また、地域活動
の活発を促し、参加から地域への参画を促し、地域が一体となった取り組みを推進します。
・重点化指標を追加し、２つとも自治協議会のあり方懇話会において自治協議会にアンケート回答を得たものであり、今後も自治
協議会の組織検討の指標として確認できることから、自治協議会と市民の双方から確認することにより、参加の機会が平等に確
保されているかどうか、多様性尊重の原則等みんなで楽しくまちづくりの推進の指標なる。

施策名
1

方向性

展開方針

自治基本条例の啓発等の推 ・ 「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
進
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。
参画と協働の整った地域組 ・ 参画と協働が整っていないのは住民自治とは言えません。地域課題を解決をするには、小規模（概ね小学校区）、多機能（福
織の確立
祉、防災、環境等）自治（住民自治）が欠かせません。まず体制が整うよう、情報提供や学びの場の提供等、地域それぞれにあっ
た課題解決に向けて支援を強化します。

3
他部署と連携する施策展開（相手部署名）
施策名
展開方針
全部署
地域との協働のパートナー（窓口）を全部署で整えるなど、地域と行政が共通理解のもと住民主体の参画と協働のまちづくりを推
進します。

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

丹波市自治協議会のあり方懇話会での意見では、自治とまちづくりが共存する組織運営という意見では、行政からの情報の窓
口を統一することによって情報共有を図ることがあり、これは、行政が協働のパートナーを縦割り行政と同じく地域も縦割りにして
いる現象ということである。地域との協働をするには、行政も変わる必要がある。
自治協議会地域づくり計画

関連部門別計画
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後期基本計画 施策改訂シート
代表部署名
基本目標/まちづくりの目標

施策目標

7

市民が主体の豊かな地域力の向上

【７－２】市民参画・市民活動の促進

記入者

部署

市民活動課
市民活動課

役職氏名 副課長 小畠崇史

市民活動課
関連部署

・市民活動の担い手の１つであるNPO法人は、市内に現在39法人（市内に主たる事務所がある法人）存在しており、その事業規
模（平成28年度）は専従有給職員が存在すると想定される事業型法人は9～12法人であり、ほとんどの法人は小規模なボラン
ティアベースの団体です。
・地域に根付いた活動を展開する組織が多く、自治会とPTAやテーマ型市民活動団体が連携し、うまく取り組まれている事例も
現れ始めています。（例：山南町坂尻での里山活動、山南町谷川でのNPO法人丹のたねによる野外保育など）
・地域で課題解決を担う住民自治組織の実現には、事業型で継続的に拡大しながら課題解決を担えるしくみが必要であることか
ら、ソーシャルビジネス・コミュニティビジネス等自己資金の獲得への支援の充実が必要になります。
・地域課題解決の担い手の充実、いきがいづくりや地域への愛着につながるよう、ボランティア活動や寄付など、住民の市民活
動への参加機会を広げていく必要があります。
・市民活動支援センターを活動拠点に、市民活動等テーマ型の活動への支援機能を高めていくとともに、地域自治活動への支
援を行い、市民活動と住民自治活動の連携を促進していく必要があります。

現状と課題

他部署と連携して解決すべき課題
（相手部署名）

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

めざすまちの姿（ビジョン）

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

役
割
分
担
（
ミ
ッ
シ
ョ
ン

市民・事業者の
役割

地域の役割

平成31年10月に開設する「丹波市市民活動支援センター」では、市民活動や地域づくり活動への総合的な支援を行う拠点とし
て、
①学んだ成果を実践へと展開する「知識循環型生涯学習推進の拠点」
②多様な主体が連携し、協働の創出の場となる「市民活動連携の拠点」
③市民がいきいきと暮らし続ける「地域づくり事業支援の拠点」
を活動の柱として掲げており、「市民一人ひとりが輝き 活躍できるまちづくり」を基本理念としています。
平成31年度からは、このセンターを市民参画促進や市民活動支援の拠点として各種事業を展開することや、未来都市創造審議
会における「まちづくりビジョン」との整合を図るため、後期計画において記載するものです。
【市民の暮らしの姿】
・地域自治活動や市民活動の広がりは、古くから地域に住み続けている市民だけではなく、Ｕ・Ｉターンによる移住者の間におい
ても積極的な活動への参加が見られ、多様な市民による住みよいまちづくり活動が展開されています。
・市民活動の浸透は、市民一人ひとりの愛着と誇りの育成につながり、積極的に市民活動への参加や参画する意識の醸成が図
られ、市民はそれぞれの役割を担い、様々な場面において活躍がみられます。
【まちの姿】
・市民プラザの整備によって、ボランティア団体やNPO団体への支援の充実が図られ、子育て支援や高齢者支援などの様々な
分野で多様な地域自治活動や市民活動が展開されています。
・市民活動センターや男女共同参画センターの機能や取組の充実とともに、市民プラザには新しい機能が順次集約されて活躍
市民の増加につながり、個人をはじめ各種団体における地域自治活動や市民活動が活発化しています。
市民活動支援センターは、中間支援組織が行政と協働して、丹波市内の地域課題解決を目的とした諸活動を担う個人、団体を
総合的に支援し、丹波市をより豊かにしようとする個人、団体が単体または連携して活動を行うための拠点としての役割を担うと
考えます。こうした中間支援機能が充実することで、市民活動や地域づくり活動がさらに活発になり、市民参画が根付いたまちの
姿になると考えます。
また、未来都市創造審議会における「まちづくりビジョン」との整合を図っています。
・生涯学習活動の成果を地域課題や社会的課題解決に向けた実践活動として展開します。
・地域内の人間関係が広がり、互いに顔見知りの関係（面識社会）を築きます。
・市の政策に関心を持ち、計画策定委員や審議会委員などの公募委員として積極的に市政に参画します。
・地域における事業者の社会的責任（CSR）から、社会貢献事業に積極的に取組みます。
・地域住民相互の関係性を良好に保つため、地域コミュニティの維持向上に取組みます。
・地域団体・市民活動団体が新しい公共の担い手として成長します。
・全ての住民が参加・参画できる地域組織として組織体制を見直します。
・個人や家族で解決できない地域課題を自治会や自治協議会が解決する仕組みをつくります。

・市民が積極的に市民活動や地域づくり活動に参加・参画する機会を増やすため、そういった団体や活動の情報を集積し、情報
提供を行います。
行政の役割
・活動団体の強化を目的とした専門性の高いセミナーや相談会を開催し、活躍できる人材を育成します。
（目標達成に向け、市民がす
） ること、行政がすることを箇 ・地域と地域、団体、企業、NPO等が連携することで、課題解決に向けた新たな取り組みに発展する可能性があることから、交流
会やコーディネーションを行います。
条書きで記述）
・協働により生じた余裕資源（人員、お金）を、新たな課題解決に向け、取組みます。

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

市民活動支援センターの機能として、
①情報の集積・発信機能、②相談機能、③交流・ネットワーク・コーディネート機能、④人材育成機能、⑤活動拠点機能、⑥団
体運営・強化機能等を掲げており、こういった支援を行うことで、市民が生涯学習活動の成果を課題解決に向けた取組みに活か
し、市民が積極的に、地域や市政に参加・参画することになると考えます。
併せて、「自治基本条例」に規定する補完性の原則や「参画と協働の指針」に示す参画と協働の効果による、それぞれの役割を
果たし協働してまちづくりを目指すことが必要であることを視点としています。

68

指標の
区分

指標名

市民活動を行いやすい環境が整備され、
支援体制が整っていると思う市民の割合

自治会などが行う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

自治基本条例を知っている市民の割合

シンボル指標

シンボル指標

重点化指標

活躍市民によるまちづくり事業応援補助金 重点化指標
応募団体数

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

単位

％

％

％

団体

H29/30
実績他

35

67

32

10

Ｈ36
（計画）

方向性

1

2

3

考え方と算式方法

引用等

45

市民活動への支援体制
を整備することで、市民
増加 活動団体がより活発に活
動し、新たに取り組む市
民を増やすため

【算出式】H30の実績値
を基に毎年2%ずつ増
丹波市生涯学習活
加。
動に関するアンケー
35％(H29)＋（2％×5 ト調査結果
年)＝45％

72

地域づくり活動へ参加す
る市民を増やすことで、
増加 主体的に取組む市民を
増やし、地域課題の解決
を図るため

【算出式】H30の実績値
を基に毎年1%ずつ増
丹波市市民意識アン
加。
ケート結果
67％(H30)＋（1％×5
年)＝72％

37

自治基本条例の内容を
知ってもらうことで、市民
の役割や地域の役割を
増加
理解し、補完性の原則に
より市民参画の推進を図
るため

【算出式】H30の実績値
を基に毎年1%ずつ増
丹波市市民意識アン
加。
ケート結果
32％(H30)＋（1％×5
年)＝37％

15

【算出式】H30の実績値
市民が主体の課題解決
を基に毎年1%ずつ増
活躍市民によるまち
提案補助金応募団体数
現状維持
加。
づくり事業応援補助
の増加により、市民活動
10団体(H30)＋（1団体 金応募団体数
の推進を図るため
×5年)＝15団体

自治基本条例に規定するそれぞれの役割を理解し、推進することで市民主体の協働によるまちづくりを推進します。そのために
は、市民が参加・参画することが肝要で、先ずは地域自治組織等が行う地域活動へ積極的な参加を促すことが必要です。そし
て、市民活動支援センターでは、そういった参加を促すための情報を発信するとともに、多様な主体による取組みの支援やコー
ディネートを行うことで、新たな取組みへ発展させることを促します。さらに、市民活動への伴走支援として、補助金の交付や相談
支援、地域人材の育成等を行っていきます。こうした市民主体のまちづくり活動の促進と支援体制の整備により、市民活動や地
域づくり活動を行いやすい環境を整備し、市民自治を促進し、住み慣れたところに住み続けることができる豊かな地域社会を創
造するという視点に基づいています。

施策名
市民参画の機会の充実

目標設定の理由説明

展開方針
・まちづくりに関する講演会やワークショップを行い、市民参加・参画の機運の醸成を図ります。
・地域自治組織への積極的な参画を促すため、参画しやすい組織づくりへの支援を行います。

各種団体の連携体制づくり
への支援

・市民活動団体や地域づくり活動団体等の活動情報を一元的に発信するとともに、多様な主体による交流会を開催し、連携や協
働したい団体とのネットワーク化を支援します。
・市民活動団体や地域づくり活動団体、企業、NPO等「つながる」ことにより活動の幅が広がり、新たな取組みへの発展を支援し
ます。
まちづくり等に貢献する市民 ・生涯学習活動で得た力をまちづくりや地域社会の活性化に活かすため、研修会を開催し、地域や各分野で活躍するリーダー
活動への支援
やボランティアの育成を行います。
・活動団体強化のための専門性の高いセミナーを開催し、市民活動や地域づくり活動の促進を支援します。
・必要な時に必要な支援が行えるよう伴走支援を行います。

他部署と連携する施策展開（相手部署名）
施策名
展開方針
丹波市市民活動支援セン
・H31年10月に開設する「丹波市市民活動支援センター」を運営する事業者とともに、市民の参加や参画を促し（自分事として捉
ター運営業務
える）、積極的に関わり続ける市民の増加を目指す取組みを進めます。
・アウトリーチによる支援を行うことにより、多くの市民参画が得られるよう努めます。

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

・市民活動支援センター基本計画に示すとおり、市民活動や地域づくり活動における中間支援組織として、市民活動支援セン
ターをH31年10月に設置します。このセンターでは、生涯学習活動を地域や団体で生かす取組みを展開し、参加・参画する市民
の増加を図るほか、既に活動している団体の強化や発展のための交流事業やネットワーク化、コーディネーションを行うことを根
拠とし、施策の視点としています。
・丹波市生涯学習基本計画、自治協議会地域づくり計画

関連部門別計画

69

後期基本計画 施策改訂シート
代表部署名
8

基本目標/まちづくりの目標

施策目標

記入者

計画的かつ効果的な行政経営の実施

総務課

部署

総務課

職員課
関連部署 春日支所

【８－１】市民のニーズに合った行政運営

役職氏名 課長

谷川富寿

住まいづくり課
財政課

総合政策課
ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ推進室
① 多様化、複雑化する市民ニーズは益々、増大し、限られた職員数では十分な市民サービスが達成できない状況になってい
る。マンパワー不足によるスピード感やスケジュール感の鈍化は否めない。
② 厳しい財政状況の中、庁舎や組織の集約化に向けた「統合庁舎」への道筋が明確に定まらない。
③ 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を、総合的に迅速に対応できる庁内組織の連携強化が必
要である。
④ 新規施策の費用対効果や将来的な展望を市民に十分周知していく必要がある。
⑤ 定員適正化計画により職員は減じる方向で進んでいるが、災害事務や組織再編等の増員要因に対応し難い面がある。

現状と課題

他部署と連携して解決すべき課題 ① 無駄な公共施設の廃止や各種事業のスクラップ化を図り、行政のスリム化を図る（ＦＭ含む）必要がある （行政経営課）
（相手部署名）
限られた経営資源である【人、もの、お金】などを重要課題に集中させていくこと。
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

めざすまちの姿（ビジョン）

多様化、複雑化する市民のニーズに十分に配慮し、市の重要課題には迅速かつ効果的に対応できる体制を整え、満足度の高
い行政が運営されています。行政機能の集積と業務の集約は、市民の安全安心構築へと繋がり、市民と行政に揺るぎない信頼
関係が生まれています。

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
役
割
分
担

自助の考え方をより浸透させる取り組みが必要。
市民・事業者の
役割

（
ミ
地域の役割
ッ
シ
行政の役割
ョ （目標達成に向け、市民がす
ン
ること、行政がすることを箇
）
条書きで記述）

共助の考え方をより浸透させる取り組みが必要。

市民生活と行政経営とのバランス
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
指標名

指標の
区分

単位

H29/30
実績他

Ｈ36
（計画）

方向性

行政運営に市民ニーズが反映されている 重点化指標
と回答した市民の割合

％

14

20

定員適正化計画※人数

人

657

600

重点化指標

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
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目標設定の理由説明

考え方と算式方法

五つ星市役所への最大 市民アンケート調査の
増加 の指標は市民満足度で 実施結果を上回る数値
ある
を目標とする。
減少

行財政改革の達成には 第2次丹波市定員適正
不可欠の指標である。
化計画の数値目標

引用等

施策名
1

2

市民ニーズに合った行政
サービスの実施

実行力のある行政運営の実 ・ 職員の適正規模、適正配置を推進しながら、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する。行政課
施
題に即応できる組織再編、既存庁舎の有効活用と組織配置、支所機能の本庁集約など、効果的効率的な行政運営をめざしま
す。
庁内組織の連携強化

3

4

展開方針
・ 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、ニーズに十分配慮した市民サービスを行います。さらには重
要課題に対して集中的に経営資源【人・もの・金】が行くようにシフトさせます。

・ 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、庁内部署が連携したプロジェク
トチーム等を通じて、課題解決に総合的に対応してきます。

情報発信、情報管理の推進 ・ まず、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。さらに、本市のイメージや魅力情報を広く内外にＰＲし
移住・定住の促進を図るとともに、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。

他部署と連携する施策展開（相手部署名）
施策名

展開方針

必要とされる業務量と職員定員との乖離
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
関連部門別計画
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後期基本計画 施策改訂シート
代表部署名
8

基本目標/まちづくりの目標

施策目標

記入者

計画的かつ効果的な行政経営の実施

部署

行政経営課
行政経営課

総合政策課
関連部署 財政課

【８－２】選択と集中による財政運営

役職氏名 課長 徳岡 泰
入札検査室
会計課

税務課
監査委員事務局
・総合計画は、市の政策の最上位計画であることから、各分野別計画との整合を図りながら、これに基づいた施策を遂行するとと
もに、適切な進行管理を行う必要がある。
・普通交付税の一本算定後（平成32年度以降）の予算規模縮減に向けて、目標とする適正な予算規模の設定、見直し対象事業
の整理を進める必要がある。
・自主財源の増加が見込めない中、一段と厳しい財政運営に陥る可能性が考えられるため、行政評価制度を活用した事務事業
の見直しや行政改革アクションプランに基づく取組みをより強力に進める必要がある。
・公共施設等総合管理計画に掲げる数値目標の達成に向けて、公共施設等の長寿命化や再配置等、具体的な取組みを進める
必要がある。

現状と課題

他部署と連携して解決すべき課題
（相手部署名）
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

めざすまちの姿（ビジョン）

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
役
割
分
担

・持続可能な財政運営の根幹部分となる項目であり、方向性は変更ありません。
・前期基本計画の期間中に国から公共施設等総合管理計画の策定要請があり、平成29年２月に計画を策定しました。現在、こ
の計画に掲げる方針に基づき、公共施設等の長寿命化や再配置等の取組みを進めていることから、見直しの視点として追加し
ています。
・各計画の進捗管理を確実に行いながら、個別具体の取組みを進める必要があります。
選択と集中による財政運営を進めます。
・第３次丹波市行政改革プランに掲げる方針に基づく取組みにより、行財政運営の基盤を確立します。
・多様化する市民ニーズや社会情勢に柔軟に対応します。
・第２次総合計画の実現を目指します。
・公共施設等の長寿命化や再配置等、具体的な取組みを進めます。
・方向性は変更ありません。
・前期基本計画の期間中に国から公共施設等総合管理計画の策定要請があり、平成29年２月に計画を策定しました。現在、こ
の計画に掲げる方針に基づき、公共施設等の長寿命化や再配置等の取組みを進めていることから、見直しの視点として追加し
ています。

市民・事業者の
役割

（
ミ
地域の役割
ッ
シ
行政の役割
・財政状況・行政改革の取組状況・公共施設等総合管理計画の取組状況の見える化・情報の共有化に努めます。
ョ （目標達成に向け、市民がす ・普通交付税の一本算定後（平成32年度以降）の予算規模縮減に向けて、目標とする適正な予算規模の設定、見直し対象事業
ン
ること、行政がすることを箇 の整理、実施計画を作成します。
）
条書きで記述）
前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
指標名

実質公債費比率

将来負担比率

指標の
区分

シンボル指標

シンボル指標

単位

％

％

H29/30
実績他

6.3

16.8

Ｈ36
（計画）

8.8

-37.0

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）
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方向性

目標設定の理由説明

考え方と算式方法

引用等

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、現状
現状維持
の比率を維持することが
健全な財政運営につな
がるため。

平成29年度決算をもと
に、現在想定されている 丹波市財政課資料
財政環境の変化を見込 「平成30年度財政収
み、推計した値を目標と 支見通し」による
する。

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
現状維持
り、現状の比率を維持す
ることが健全な財政運営
につながるため。

平成29年度決算をもと
に、現在想定されている
丹波市財政課推計
財政環境の変化を見込
による
み、推計した値を目標と
する。

施策名

展開方針

行政評価の推進

・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。
・普通交付税の一本算定後（平成32年度以降）の予算規模縮減に向けて、目標とする適正な予算規模の設定、見直し対象事業
の整理、実施計画を作成します。

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。

適正な監査機能

・監査機能の充実・強化に向けた調査研究を進めます。

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「市民意
識アンケート調査」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。

1

2

3

4

5

公共施設等総合管理の推進 ・丹波市公共施設等総合管理計画に掲げる目標数値が達成できるよう、経営的な視点から、施設の運営及び再編についての検
討を進めます。

他部署と連携する施策展開（相手部署名）
施策名

前期基本計画から見直した視点
（見直した理由など）

関連部門別計画

展開方針

・ 普通交付税の一本算定後（平成32年度以降）の予算規模縮減に向けて、目標とする適正な予算規模の設定が必要なため追
加しています。
・公共施設等の更新・統廃合・長寿命化を計画的に行い、財政負担の軽減・平準化を図るため、見直しの視点に追加していま
す。
○丹波市行政改革プラン ○丹波市行政改革アクションプラン
○丹波市公共施設等総合管理計画

73

