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第４回審議会からの変更について  ※誤字修正等の軽微な修正は除く。 

ページ 修正前 修正後 考え方 

22 ２ 持続可能性の維持に向けて 

… 

合併による市域の広域化は、救急体制の高度化・均質

化や行政経営の効率化などに規模のメリットをもたらし

た反面、まちづくりや環境・道路保全などの分野で従来

と同じようにきめ細やかな対応を維持しづらくなるとい

う副作用を生みました。 

広域化による副作用（すなわち小さいことによるメリ

ット）と、人口減少によるあらゆる分野での担い手不足

を克服することは、本市の自治体としての持続可能性を

維持していくための、言わば命運を握っているといって

も過言ではありません。あらゆる施策を動員して、まち

の活力維持や都市機能の効率化を図ることで、住み慣れ

た地域で住み続けられる丹波市をめざす必要がありま

す。 

２ 持続可能性の維持に向けて 

… 

自治体合併による丹波市の誕生は、救急体制などの市

民サービスの高度化・均質化や行政経営の効率化などに

規模のメリットをもたらしましたが、一方で、急速に進

んだ人口減少が、担い手不足など地域課題の顕在化を早

めることとなりました。 

市民サービスの最適化と、人口減少によるあらゆる分

野での担い手不足を克服することは、本市の自治体とし

ての持続可能性を維持していくための、言わば命運を握

っているといっても過言ではありません。幅広い施策分

野をしなやかに展開し、まちの活力維持や都市機能の効

率化を図ることで、住み慣れた地域で住み続けられる丹

波市をめざす必要があります。 

 

分かりにくい表現を改

め、事実関係に基づく記

載とします。 

25 （4）まちづくりビジョンの実現 

まちづくりのビジョンの実現には、市民、事業者、行

政がお互いの役割を理解し協力しあいながら、協働して

まちづくりを進めていくことが不可欠です。そのために

は、住民自治組織を、地域の状況に適した良質で効率的

なサービスや、地域課題への最適な対応の最もふさわし

い担い手として、主体的に地域づくり活動が展開される

よう支援していく必要があります。 

 

（4）まちづくりビジョンの実現 

まちづくりのビジョンの実現には、市民、事業者、行

政がお互いの役割を理解し協力しあいながら、協働して

まちづくりを進めていくことが不可欠です。そのために

は、多様な主体の参画と協働を進めるための地域づくり

のあり方を位置づけている丹波市自治基本条例に基づ

き、地域づくり活動の進展に向けた取組を推進していく

必要があります。 

市まちづくりビジョンに

合わせた表現とします。 

協議資料２ 
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ページ 修正前 修正後 考え方 

51 １ 現状と課題 

… 

そのようななか、公共交通機関を維持するためには、

公共交通は「不便だから乗らない」という考え方から、

「多少不便でも乗る」という考え方へと市民意識と生活

様式を変え、それぞれの公共交通手段の役割を踏まえな

がら、公共交通の利用者を増やすことが不可欠です。… 

そのためにも、公共交通の維持、発展を図るための交

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、発展をめざす

ことで、丹波市スタイルの交通体系の充実を図る必要が

あります。 

１ 現状と課題 

… 

そのようななか、公共交通機関を維持するためには、

公共交通は「不便だから乗らない」という考え方から、

「多少不便でも乗る」という考え方へと市民意識を変

え、それぞれの公共交通手段の役割を踏まえながら、公

共交通の利用者を増やすことが不可欠です。… 

そのためにも、公共交通の維持、発展を図るための交

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、また移動制約者に

対する福祉施策との連携も図りながら、維持、発展をめ

ざすことで、丹波市スタイルの交通体系の充実を図る必

要があります。 

 

それぞれの生活や状況が

あること、また考え方を

変えるという点から、「生

活様式」という表現が適

さないため、削除しま

す。 

 

移動制約者への施策との

連携を図りながら、市全

体で調整しているため、

追記します。 

52 ５ 施策の展開 

… 

（4）公共交通の維持・発展 

・交通事業者への運営支援を行うとともに、市民の公共

交通を利用しようとする意識変化や利用実態の向上

に呼応しながら、鉄道や路線バスの運行本数増加や

路線充実に向け、関係機関との調整を進めます。 

５ 施策の展開 

… 

（4）公共交通の維持・発展 

・移動制約者に対する福祉施策との連携を図りつつ、交

通事業者への運営支援を行うとともに、市民の公共

交通を利用しようとする意識変化や利用実態の向上

に呼応しながら、鉄道や路線バスの運行本数増加や

路線充実に向け、関係機関との調整を進めます。 

 

移動制約者への施策との

連携を図りながら、市全

体で調整しているため、

追記します。 
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ページ 修正前 修正後 考え方 

55 ４ 役割分担 

… 
 

行政 
… 
・災害発生時の体制を確立し、早期の災害復
旧を図る。 

４ 役割分担 

… 

行政 

… 
・災害発生時の体制を確立し、早期の災害復
旧を図る。 

・河川整備計画に基づく整備により、治水安
全度の向上を図る。 

 

減災に向けた役割を追記

します。 

61 １ 現状と課題 

市内の下水道整備区域の整備はほぼ完了し、下水道整

備区域外の合併処理浄化槽処理区域では、合併処理浄化

槽による処理が行われています。… 

また、合併処理浄化槽処理区域では、浄化槽管理組合

との連携により、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、区域内の合併処理浄化槽設置

を促進する必要があります。 

２ ５年後のまちの姿 

・市民、事業者、地域、行政それぞれが、高い意識を

も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、水洗化や合併処理浄化槽の設置が進

んだ衛生的なまちとなっています。 

３ まちづくり指標 

… 

１ 現状と課題 

市内の下水道整備区域の整備はほぼ完了し、下水道整

備区域外の浄化槽処理区域では、浄化槽による処理が行

われています。… 

また、浄化槽推進区域では、浄化槽管理組合との連携

により、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、区域内の浄化槽設置を促進する必要が

あります。 

２ ５年後のまちの姿 

・市民、事業者、地域、行政それぞれが、高い意識を

も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、水洗化や浄化槽の設置が進んだ衛生

的なまちとなっています。 

３ まちづくり指標 

… 

パブリックコメントによ

る意見に基づき、表現の

整合を図ります。 
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ページ 修正前 修正後 考え方 

3 

合併処理浄
化槽処理区
域内の浄化
槽整備率 

合併処理浄化
槽処理区域内
の水質保全は
浄化槽の設置
が基本である
ため 

94.9％ 95.5％ 

４ 役割分担 

市民・ 

事業者 

… 
・下水道施設や合併処理浄化槽の適正な
使用・管理に努めるとともに、単独処理
浄化槽や汲み取りについては、早期に
合併処理浄化槽への転換を行う。 

住民自治 

主体 

・下水道や合併処理浄化槽の適切な使用
や適正な管理、また、下水道への接続、
合併処理浄化槽への転換を促す広報活
動を行う。 

… 

行政 … 
・下水道や合併処理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。 

５ 施策の展開 

（3）合併処理浄化槽の設置支援 

・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、合併処理浄化槽の設置等に対して

補助を行います。 

(4) 浄化槽管理組合の活動支援 

・合併処理浄化槽の適正な維持管理を促進するため、合

併処理浄化槽の設置者で組織する管理組合に補助を

行うとともに、維持管理に関する指導に努めます。 

3 

浄化槽推進
区域内の浄
化槽整備率 

浄化槽推進区
域内の水質保
全は浄化槽の
設置が基本で
あるため 

94.9％ 95.5％ 

４ 役割分担 

市民・ 

事業者 

… 
・下水道施設や浄化槽の適正な使用・管
理に努めるとともに、単独処理浄化槽
や汲み取りについては、早期に浄化槽
への転換を行う。 

住民自治 

主体 

・下水道や浄化槽の適切な使用や適正な
管理、また、下水道への接続、浄化槽へ
の転換を促す広報活動を行う。 

… 

行政 … 
・下水道や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。 

５ 施策の展開 

（3）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、浄化槽の設置等に対して補助を行

います。 

(4) 丹波市浄化槽管理組合の活動支援 

・浄化槽の適正な維持管理を促進するため、浄化槽の

設置者で組織する丹波市浄化槽管理組合に補助を

行うとともに、維持管理に関する指導に努めます。 
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ページ 修正前 修正後 考え方 

65 １ 現状と課題 

… 

一方、令和元年６月末現在、市内には土砂災害警戒区

域が 1,467箇所、特別警戒区域が 510箇所あり、近年発

生している豪雨災害の状況からすると、災害を未然に防

ぐことは困難です。 

 

１ 現状と課題 

… 

一方、令和元年６月末現在、市内には土砂災害警戒区

域が 1,467箇所、特別警戒区域が 510箇所あり、近年発

生している豪雨災害の状況からすると、災害を未然に防

ぐことは困難なため、災害を減らす取組が必要となって

います。 

 

必要性が分かる表現を追

記します。 

86 ３ まちづくり指標 

… 

2 

地域の人々が学
校と連携･協働し
て子どもの成長
を支えていると
思う市民の割合 

（省略） - 50.0％ 

 

３ まちづくり指標 

… 

2 

地域の人々が学
校と連携･協働し
て子どもの成長
を支えていると
思う市民の割合 

（省略） - 80.0％ 

 

市教育振興基本計画に合

わせた数値とします。 

86 ５ 施策の展開 

（1）地域とともにある学校づくりの推進 

・「社会に開かれた教育課程」の実現に向け、地域との

接点として、コミュニティ・スクールを活用すること

で、地域の人々と目標やビジョンを共有し地域と一

体となって子どもを育む「地域とともにある学校づ

くり」を積極的に推進します。 

 

５ 施策の展開 

（1）地域とともにある学校づくりの推進 

・「社会に開かれた教育課程」の実現に向け、コミュニ

ティ・スクールを活用することで、地域の人々と目標

やビジョンを共有し地域と一体となって子どもを育

む「地域とともにある学校づくり」を積極的に推進し

ます。 

 

市教育振興基本計画に合

わせた表現とします。 
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ページ 修正前 修正後 考え方 

91 ２ ５年後のまちの姿 

… 

・文化芸術活動が活発に行える環境整備が進んだことで

交流が活発になり、文化芸術に携わる人が増え、若手

の芸術家が育成され活躍しています。 

・子どもたちの記憶に残る文化芸術に触れる機会が増え

たことにより、豊かな感性や情操を育むとともに、生

まれ育った郷土への愛着が醸成されています。 

・文化芸術に関わる人たちが活躍することで、まちの魅

力が増えています。また、交流人口が増え、祭り等の

伝統文化や歴史的な街なみが活用されています。 

 

３ まちづくり指標 

1 

１年以内に市内
の文化ホール等
が行う舞台芸術・
音楽コンサート
や美術館等が行
う美術展等へ行
ったことがある
市民の割合 

（省略） 33.5％ 37.0％ 

2 

１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 

（省略） 51.9％ 55.0％ 

 

２ ５年後のまちの姿 

… 

・文化芸術活動が活発に行える環境整備が進んでおり、

文化芸術に携わる人が増え、若手の芸術家が少しずつ

育成されています。 

・子どもたちの記憶に残る文化芸術の鑑賞・体験機会が

増えたことにより、豊かな感性や情操を育むとともに、

生まれ育った郷土への愛着が醸成されています。 

・文化芸術に関わる人たちで一つの輪ができ、魅力ある

楽しいまちになっています。また、少しずつ交流人口

が増え、祭り等の伝統文化や歴史的な街なみが活用さ

れています。 

３ まちづくり指標 

1 

１年以内に市内
の文化ホール等
が行う舞台芸術・
音楽コンサート
や美術館等が行
う美術展等へ行
ったことがある
市民の割合 

（省略） 33.5％ 40.0％ 

2 

１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 

（省略） 51.9％ 57.0％ 

 

文化芸術推進基本計画の

数値や表現に合わせま

す。 
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ページ 修正前 修正後 考え方 

92 ５ 施策の展開 

… 

（3）文化団体の支援 

・市文化協会等をはじめとする文化団体の活動を支援

し、文化芸術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。また、文化芸術活動の担い手

育成（後継者）への支援を推進します。 

 

５ 施策の展開 

… 

（3）文化団体の支援 

・市文化協会等をはじめとする文化団体の活動を支援

し、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強化します。また、文化芸術活動

の担い手育成（後継者）への支援を推進します。 

 

表現の重複等、分かりに

くい表現を改めます。 

107 ５ 施策の展開 

（1）移住相談窓口業務 

・移住希望者が、気軽に移住の相談をしたり、ニーズに

応じた情報を入手したりできる窓口を設置し、移住

希望者に寄り添ったきめ細やかな相談対応を行うと

ともに、移住後も、移住者からの生活や仕事、地域情

報や交流などのサポートを行います。 

５ 施策の展開 

（1）移住相談窓口業務 

・移住希望者が、気軽に移住の相談をしたり、ニーズに

応じた情報を入手したりできる窓口を設置し、移住

希望者に寄り添ったきめ細やかな相談対応を行うと

ともに、移住後も、生活・仕事に関する相談や、交流

事業の情報提供などを行います。 

表現の重複等、分かりに

くい表現を改めます。 

 


