
 

  





～ 丹波市まちづくりビジョンの策定にあたって ～ 

『 未来に  

夢と希望と誇りを紡ぐ 

まちづくり 』 

我が国は有史以来、経験したことのない急激な人口減少期に突入しています。 

その中にあって丹波市も例外ではなく、10 年間で概ね 10％の人口減少が続くものと見込まれて

います。これからの 10年、20年先にはどのような社会・暮らしが待っているのでしょうか。 

一方で、ＩＣＴなど科学技術の著しい発展、外国からの観光客や人材の流入、「田園回帰」志向

の高まり等、私たちの暮らしは革命的にあるいは劇的に変化していくのではないかと思われます。

この歴史的大転換期にこそ、夢と希望を持てる社会の構築に向けて、官民が一体となった挑戦が

求められています。 

そのような中、本年７月の地域医療の中核を担う兵庫県立丹波医療センター及び丹波市健康セ

ンター「ミルネ」の開設は、高度かつ良質な医療の提供のみならず、「支え愛の社会」を構成する

「地域包括ケアシステム」の基幹として、さらには、地方創生の起爆剤として、今後のまちづく

りに好循環をもたらすものと大きく期待しています。 

さらに丹波市においてはこれに呼応し、2019年に照準を定め「花ひらく丹波市まちづくり元年」

として諸施策の準備を進めてきたところです。 

「まちづくりビジョン」はこれらの諸情勢の変化を踏まえ、まちの活力維持・向上と住み慣れ

た地域で暮らし続ける、あるいは移住したくなるような「未来の丹波市の姿」を浮き彫りにし、

市民が夢と希望を共有するために策定したものです。 

これからのまちづくりにおいて、ここで示す未来においてあるべき「まちの姿」と「暮らしの

姿」の実現に向けて、市の各種計画や施策への反映を図るべく、市民の方々との対話を大切にし、

「聞く」「話す」「決める」のスピード感をもって、皆様と共にまちづくりを進めていきます。 

結びに、「まちづくりビジョン」の策定にあたり、慎重かつ熱心にご審議を賜りました丹波市未

来都市創造審議会の角野幸博会長をはじめとする委員各位、市民説明会、市民アンケート等を通

じて多くの貴重なご意見・ご提言をいただきました市民の皆様に心から感謝いたしますとともに、

まちづくりビジョンの実現に向けてさらなるご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

令和元年 11 月              丹波市長 
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第１章 まちづくりビジョンの基本的事項 

１．策定の背景と目的 

本市では、2012 年 12 月に策定した「丹波市都市計画マスタープラン」及び 2015 年 3 月

に策定した「第２次丹波市総合計画」において、本市の将来の発展を見据えた都市の将来像や都

市構造のあり方を示し、都市づくりを進めています。 

しかしながら、全国的に本格的な人口減少社会が到来する中、本市もこれまでにない人口減少・

少子高齢化の局面を迎えることが予測されることから、2016年３月には「丹波市人口ビジョン」

を踏まえて「丹（まごころ）の里創生総合戦略」を策定し、市の活力を維持していくための具体

的な施策に取り組んでいるところです。 

このような状況の中、市の全市的・広域的な拠点市街地として位置付けている広域拠点内にお

いて、新たに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まちづくりの核となる大

規模な公共公益施設が整備されました。 

人口減少社会の進行を背景として、大規模な公共公益施設の整備により、今後、ヒトやモノの

流れをはじめ、大きく都市環境が変化することが予測されることから、これまで同様に、市民が

住み慣れた地域で生きがいを持ち、安心して生活できるよう、全市的視点から変化に対応した新

たな都市づくりが求められます。 

この新しい都市構造のあり方「丹波市まちづくりビジョン」（以下「まちづくりビジョン」とい

う。）は、未来を見据えて、時代の変化に対応した持続可能な都市経営の実現により、まちの活力

の維持・向上を図り市民の暮らしを守るとともに、市民が将来にわたって夢と希望を持って本市

で暮らし続けていくための「未来の丹波市の姿」を描くために策定するものです。 

２．言葉の定義 

《未来の丹波市の姿》 

未来の『都市機能や機能配置などのあり方を示した都市構造』とその時の『丹波市民の暮らし

の姿』のことをいいます。 

３．想定する未来の年次 

団塊の世代の全てが85歳に到達することとなる、概ね20年後の2035年頃の将来の姿を描

くものです。 
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４．位置付け 

「まちづくりビジョン」は、丹波市総合計画などの上位計画をはじめ、各個別計画を踏まえつ

つ、中長期的な視点から本市の姿を描く「未来像」として位置付け策定するものです。 

図表 計画の位置付け 

現在の各種計画

第２次丹波市総合計画 
策定：2015.3 

目標年度：2024（基本構想） 

2019（前期基本計画） 2024（後期基本計画） 

丹波市都市計画 

マスタープラン 
策定：2012.12 目標年度：2021

丹（まごころ）の里 

創生総合戦略 
策定：2016.3 目標年度：2019

丹波市人口ビジョン 
策定：2016.3 対象期間：2060

丹波市公共施設等 

総合管理計画 
策定：2017.2 目標年度：2056

新庁舎整備構想の考え方
策定：2017.11

丹波市地域公共交通 

総合連携計画 
策定：2010.3

その他関連計画 

丹波市観光・商工業 

ユニティプラン 
策定：2018.3 計画期間：2023.3

丹波市地域福祉活動 

促進計画 
策定：2015.11 計画期間：2019

「まちづくりビジョン」

策定：2019 年度 

目標年度：2035 年度

未来に向けた 

まちづくりの方向性 

未来に向けた 

まちづくりの方針 

実現に向けた 

施策の取組方向 

中長期的な視点から 

まちの姿を描く 

「未来像」 

将来の各種計画

丹波市総合計画

丹波市都市計画 

マスタープラン 

丹（まごころ）の里 

創生総合戦略 

丹波市人口ビジョン 

丹波市公共施設等 

総合管理計画 

新庁舎整備構想の考え方

丹波市地域公共交通 

総合連携計画 

その他関連計画 

丹波市観光・商工業 

ユニティプラン 

丹波市地域福祉計画 
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第２章 丹波市の現状と社会潮流からみる課題 

１．丹波市の現状 

（１）人口動向 

本市の総人口は、1995年以降は減少局面に入り、2015年国勢調査では、65,000人を割

り込み、全国的な少子高齢化の動向と同様に、今後も人口減少・高齢化の傾向は続くことが予

測されます。 

①現状 

・総人口は、1995年の73,988人から減少を続けています。 

・世帯数は増加が続いていますが、1世帯当たり人員は減少傾向にあり、2015年には2.9人／世

帯となっています。 

・2015年の年齢3区分別人口割合は、15歳未満の年少人口が12.9%、15～64歳の生産年齢人

口が54.7%、65歳以上の老年人口が32.3%となっています。 

・1980年以降、65歳以上の人口割合は高くなり、15歳未満の人口割合が低くなっており、少

子高齢化の進行が顕著に見られます。 

※本文掲載のグラフの数値は、四捨五入しているため、割合を合計したときに100.0％とならない場合があります。 

出典：国勢調査

図表 人口・世帯数の推移

図表 年齢３区分別人口割合の推移

21.1% 21.0% 19.2% 17.5% 16.1% 15.0% 13.9% 12.9%

63.6% 62.5% 61.8% 60.6% 59.2% 58.6% 57.2% 54.7%

15.3% 16.5% 19.0% 21.9% 24.7% 26.4% 28.8% 32.3%

0.1% 0.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年

不詳 老年人口（65歳以上）
生産年齢人口（15～64歳） 年少人口（15歳未満）

出典：国勢調査
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・柏原地域以外の地域においては、65歳以上の老年人口の割合が30％を超えている状況です。 

②将来推計 

・国立社会保障・人口問題研究所（社人研）によると、本市の2035年の総人口は、51,618人

になると推計されており、2015年の総人口64,660人から約20％（約13,000人）の減少と

なることが予測されます。 

・高齢化が進行し、2035年の高齢化率は、39.4％になることが予測されます。総人口が減少し

高齢化が進行する中で、特に75歳以上の後期高齢者が増えていくことが予測されます。 

2015年 2035年 変化率（%）

64,660 51,618 -20.2

8,352 5,696 -31.8
35,361 25,561 -27.7
20,902 20,361 -2.6

うち75歳以上 11,134 13,330 19.7
うち85歳以上 4,110 5,872 42.9

45 - -不詳

65歳以上
15～64歳
15歳未満
総人口

図表 地域別年齢別人口の割合 

出典：国立社会保障・人口問題研究所

64,660
61,510

58,269
55,032

51,618

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年

（人）
図表 人口の推計 

図表 年齢別人口の推計  

出典：国立社会保障・人口問題研究所

図表 年齢３区分別人口割合の推計 

出典：2015 年国勢調査

※人口推計値（2020年以降の値）は、平成22年国勢調査（2010年）及び平成17年国勢調査（2005年）
の国勢調査結果をベースとして推計しています。（以下共通） 

12.9% 12.3% 11.9% 11.4% 11.0%

54.7% 52.6% 50.9% 50.2% 49.5%

32.4% 35.2% 37.2% 38.4% 39.4%

0%
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100%

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年

老年人口（65歳以上） 生産年齢人口（15～64歳） 年少人口（15歳未満）

出典：国立社会保障・人口問題研究所

12.912.211.112.711.913.715.1
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59.8

32.334.234.834.036.431.5
25.0
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不詳 老年人口（65歳以上）

生産年齢人口（15～64歳） 年少人口（15歳未満）
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③人口分布 

・2010年においては、柏原町柏原から氷上町成松にかけての沿道市街地に人口が最も集中して

いるほか、各地域の市街地においても一定の人口が集中しています。その他の地域には小規模

な集落が点在し、市全域に低密度な居住環境が広がっています。こうした特徴は人口集中地区

（ＤＩＤ）を持たない、まちや集落が点在する土地利用の現況に表れています。 

・2035年の人口推計においても、広く薄い人口分布は継続しており、市全域で人口減少・低密

度化が進行するものの、一定の人口集中が見られるところにおいては、人口の維持あるいは微

減に留まることが予測されます。 

出典：国土数値情報

図表 500m メッシュ人口分布（2010 年） 

青垣地域

市島地域

春日地域

柏原地域

山南地域

氷上地域

出典：国土数値情報 

図表 500m メッシュ将来推計人口分布（2035 年）

青垣地域

市島地域

春日地域

柏原地域

山南地域

氷上地域

出典：国土数値情報 

青垣地域

市島地域

春日地域

柏原地域

山南地域

氷上地域

図表 500m メッシュ人口分布変化率 
2010 年→2035 年 

図表 土地利用現況 

出典：丹波市都市計画マスタープラン（2012.12）
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（２）公共交通 

市内の公共交通は、丹波市地域公共交通総合連携計画（2010年 3月）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、また、普通タクシーがそれらを補い、

それぞれの役割を持つことにより、適材適所に活用することを基本としています。 

・地域内で乗降可能なデマンド（予約）型乗合タクシーを、身近な生活交通として運行していま

す。地域間の移動には、デマンド（予約）型乗合タクシーと鉄道や路線バスとの乗継により利

用しています。 

・基幹交通として、鉄道は市の南北（山南～市島）を結び、路線バスは鉄道駅を基点に市島地域

を除く各地域を結んでいます。 

・高速道路網を活用して、高速バスのバス停が市内に３箇所（青垣ＩＣ・氷上・春日ＩＣ）設置

されており、鉄道がない地域においても阪神・但馬方面へのネットワークが形成されています。 

・ 2010年の利用交通手段は、自動車が75.2%と多くの割合を占めています。次に徒歩が11.9%、

自転車が7.9%であり、鉄道やバスの利用は低い状況です。 

図表 公共交通ネットワークの状況（2018 年度末時点） 

出典：市資料 

2.2%

0.8%

75.2%

0.7%

7.9% 11.9%

0.5% 0.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

（％）

鉄道 バス 自動車 自動二輪・原付 自転車 徒歩 その他 不明

出典：第５回近畿圏パーソントリップ調査 

図表 代表交通手段別機関分担率（2010 年） 
（％）
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・鉄道はJR福知山線と加古川線が走っており、市内には8つの駅があります。2016年度におけ

る、JR福知山線の駅別の1日平均乗車人員は、柏原駅が816人で最も多いですが、2014年度

以降、乗車人員は緩やかな減少傾向にあります。（※同年度のＪＲ加古川線久下村駅の1日平均

乗車人員：３人） 

・市内の路線バスの利用者数は、最も利用者数が多い柏原―青垣間においても、2013年度以降

の利用者数は減少しています。全路線の利用者数の合計をみると、2012年度に増加に転じま

したが、再び減少傾向にあります。 

図表 ＪＲ福知山線の丹波市内の駅別１日平均乗車人員の推移 

出典：市資料

81 74 67 61 69 74 77 66 79 67

558 559 547 541 522 528 548
494 473 453
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図表 路線バスの年間利用者数の推移 

出典：丹波市地域公共交通会議資料 
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・2011年2月からデマンド（予約）型乗合タクシーの運行を開始し、各地域内を運行していま

す。乗客数は運行開始以来、認知度の向上とともに増加しています。 

・デマンド（予約）型乗合タクシーは、各地域とも70～80歳代の利用が多い状況であり、春日

地域においては、90歳以上の方も利用が多い状況です。確実に高齢者の移動手段としての役割

を担っています。 

2.6% 3.4% 5.1% 1.3% 2.9% 3.5%
10.4% 6.1% 8.2%

7.6% 3.6% 4.4%

33.0%
23.5% 20.0% 23.6% 26.4% 20.2%

47.3%
57.8% 56.8%

49.3%
58.0% 66.3%

6.7% 9.2% 9.9%
18.2%

9.1% 5.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

柏原 氷上 青垣 春日 山南 市島

90歳以上

80代

70代

60代
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出典：丹波市地域公共交通会議資料

図表 デマンド（予約）型乗合タクシー利用者の年齢構成 
（2016 年度運行地域別）

図表 デマンド（予約）型乗合タクシー年間利用者数の推移 

出典：丹波市地域公共交通会議資料
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（３）公共施設管理 

本市は、合併により旧６町の公共施設を引き継いでいますが、築 30 年以上を経過し老朽化

が進んだ施設が多く、今後、現状のまま公共施設を維持する場合は、施設の維持管理費、さら

には、改修等の更新費用が膨大になることが予測されます。 

・市民 1 人当たりの公共施設の延床面積は約 5.85 ㎡/人で、関西地域の類似団体の平均値（約

4.99㎡/人）を上回っています。 

・築 30年以上経過した公共施設は、全体の35.2％を占めています。 

・旧町時代に必要に応じて建設された公共施設の中には、機能が重複する類似施設が見られ、再

編等の検討が必要です。 

・合併の経緯から比較的多くの公共施設を保有している中で、今後、施設の建替えや大規模改修

等の時期を迎えることにより、多額の費用が集中することが見込まれることから、丹波市公共

施設等総合管理計画に基づき、施設の統廃合や再配置、市民・NPO団体等との協働や民間企業

との連携を含めた施設の維持管理が必要です。 

築50年以上

1.2%

築40～49年

13.0%

築30～39年

21.0%

築20～29年

27.0%

築10～19年

28.6%

築10年未満

8.7%

建築年不明

0.6%
築30年以上

(35.2%)

出典：丹波市公共施設等総合管理計画（2017.2）

図表 公共施設の老朽化の状況 

図表 人口と人口１人当たり公共施設延床面積の状況 

出典：丹波市公共施設等総合管理計画（2017.2）
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（４）財政状況 

本市は、これまで、歳入総額が歳出総額を上回る健全な財政運営を行っています。 

2014年の豪雨災害以降、歳出規模は増加していますが、人口減少による歳入の減や合併特

例措置の終了を見据えて、持続可能な財政運営を図るため、本市の規模に適した財政構造への

転換、予算規模の縮減に向けた取組が必要です。 

・ 歳入歳出規模は、2014年度が豪雨災害の関連事業などにより突出して最も大きくなっており、

以降は高い水準で推移しています。 

・人口減少下においても地方税（市税）収入は横ばいを維持していますが、高齢化の進行に伴い

扶助費の支出は増加傾向にあります。 

出典：県市町振興課調 
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図表 財源別歳入の推移 
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図表 性質別歳出の推移 
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・2017 年度財政収支見通しによると、単年度では 2020 年度以降は収支不足となり、2026

年度までの累計においては、22億 2,000万円の赤字が見込まれます。 

図表 歳入歳出差引（基金取り崩し前の収支不足の見込み） 

出典：市資料
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（５）都市施設 

本市の都市的活動を担うために必要な、行政・商業・工業・医療・福祉などの様々な都市施

設は市全域に立地が分散している中で、柏原町柏原から氷上町成松にかけての沿道市街地にお

いては、一定の都市施設の集積が見られます。 

また、県立丹波医療センター及び丹波市健康センターミルネなど大規模な公共公益施設の整

備によって、ヒトやモノの流れをはじめ、まちの姿が大きく変化することが予測されます。 

・合併市である特徴として、旧町におけるそれぞれのまちづくりの経緯から、合併後においても

市全体に都市施設の分散した配置が見られますが、柏原町柏原から氷上町成松にかけての沿道

市街地には、一定の集積が見られます。 

・市の行政機能は各地域に配置しており、氷上地域に丹波市役所（本庁舎）、春日地域に丹波市役

所春日庁舎（分庁舎）があり、柏原地域・青垣地域・山南地域・市島地域には、支所又は支所

機能を有する住民センターを配置しています。また、国や県の施設は柏原地域に集積していま

す。 

・県立柏原病院と柏原赤十字病院が県立丹波医療センターとして統合再編し、2019 年 7 月に氷

上地域に開院しました。また、診療所は、市内各地域に点在しています。 

・福祉センターは、柏原地域・氷上地域・春日地域・山南地域の4地域に立地しており、その他

の保健福祉施設は、柏原地域・氷上地域・春日地域の3地域に立地しています。 

・スーパーやコンビニエンスストア、商店などは各地域に分散した立地が見られます。 

・柏原町柏原から氷上町成松にかけての幹線道路沿いには、広域が対象となる病院や大型小売店

舗などの集積が見られます。 

図表 都市施設の分布 

出典：市資料、タウンページ（2018 年９月時点）、2018 年全国大型小売店総覧より作成
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（６）行政機能 

本市は、６町（柏原町・氷上町・青垣町・春日町・山南町・市島町）合併時より、旧町で使

用してきた役場庁舎を活用した分庁舎方式・支所機能配置による行政運営を行っています。本

庁機能としての部局組織を柏原地域・氷上地域・春日地域・山南地域の４地域の庁舎にそれぞ

れ分散配置し、各地域には支所機能を配置しています。 

分庁舎方式のため、統合庁舎方式の場合には必要としない各庁舎の維持管理費、職員の移動

に係る経費などが毎年発生しています。また、丹波市役所（本庁舎）は、耐用年数の到達まで、

残り10年未満となっています。 

・2004 年合併時から氷上地域に丹波市役所（本庁舎）、春日地域に丹波市役所春日庁舎（分庁

舎）を置く分庁舎方式で行政運営を行っており、柏原地域・青垣地域・山南地域・市島地域に

は、それぞれ支所及び住民センターを配置しています。 

・本庁機能は、氷上地域・春日地域・柏原地域・山南地域の４地域に組織を分散配置しています。 

・昭和初期の建物で文化的価値のある柏原支所を除くと、丹波市役所（本庁舎）及び市島支所が、

建設されてから約40年を経過しています。 

出典：丹波市公共施設等総合管理計画（2017.2）より作成

図表 庁舎等の位置図 

柏原支所 

①1935年 
②築83年 

③1,496.5 ㎡ 
④木造 
⑤耐震改修済 

⑥単独 

青垣住民センター

①2005年 

②築13年 
③5,775.6 ㎡ 
④RC造 

⑤新耐震基準 
⑥複合 

春日庁舎（分庁舎） 

①1995年 
②築23年 

③5,633.3 ㎡ 
④RC造 
⑤新耐震基準 
⑥単独 

市島支所 

①1980年 

②築38年 
③3,452.4 ㎡ 
④RC造 

⑤耐震改修未実施
⑥単独 

春日住民センター 

①1976年 
②築42年 

③1,464.4 ㎡ 
④S造 
⑤耐震改修済 

⑥複合 

丹波市役所（本庁舎） 

①1978年 
②築40年 

③5,559.0 ㎡ 
④RC造 
⑤耐震改修不要 

⑥単独 
⑦増築分含む 

氷上住民センター 

①1978年 
②築40年 

③3,582.0 ㎡ 
④RC造 
⑤耐震改修済 

⑥複合 

氷上保健センター 

①2005年 
②築13年 
③1,858.1 ㎡ 

④RC造 
⑤新耐震基準 
⑥単独 

凡例 
①建築年 

②築年数 
③延床面積 
④構造 

⑤耐震性 
⑥施設形態 
⑦その他 

山南支所 

①2000年 
②築18年 
③5,641.2 ㎡ 

④RC造 
⑤新耐震基準 
⑥複合 

※「②築年数」は2018年度末時点
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・2019年４月１日における主な組織の配置としては、丹波市役所（本庁舎）には、未来都市創

造部・企画総務部・財務部・生活環境部・議会事務局等、本庁の周辺には健康部（氷上保健セ

ンター）・まちづくり部（氷上住民センター）等、丹波市役所春日庁舎（分庁舎）には、福祉部・

産業経済部・建設部等、山南支所には教育委員会等、柏原支所には水道部を配置しています。 

・丹波市役所（本庁舎）と丹波市役所春日庁舎（分庁舎）間の移動距離は 9.5km、移動時間は

18 分であり、支所間を除き本庁機能が配置された庁舎まで、最も離れている春日庁舎と山南

支所間の移動距離は20.8km、移動時間は32分です。 

・合併後において、丹波市行政改革大綱及び丹波市定員適正化計画に基づいた職員数の削減を行

い、2005年に854人であった職員数は、2015年では195人減の659人となっています。 

出典：丹波市庁舎等整理統合基本計画（2011.11）

丹波市役所 春日庁舎 

青垣支所 

山南支所 

市島支所 

柏原支所 

［9.5km／18 分］

［17km／30 分］［16.9km／30 分］

［8.4km／17 分］［20.8km／32 分］

［7.8km／16 分］［10.3km／19 分］

［16.5km／29 分］ ［8.1km／17 分］

図表 庁舎間移動距離（道路距離／移動時間） 

出典：第３次丹波市定員適正化計画（2016.3）

図表 定員適正化計画目標値と実績の比較及び退職者等数、採用者数 
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・分庁舎方式に関して、具体的には以下の問題を抱えています。 

（非効率な行政運営） 

○多様化する市民ニーズに対して迅速・的確な対応が求められる中、行政事務を執行する上で

必要不可欠な意思決定の伝達、報告・連絡・相談及び決裁や各種行政文書、各部署間の連携・

協議に時間を要しています。 

（行政機構への影響） 

○行政機構の配置は庁舎規模の影響を受けるため、市民ニーズに対応した柔軟な組織体制の構

築に少なからず影響を及ぼしています。さらに、行政各部門が複数の庁舎に分散しており、

労務管理や組織統制が図りにくい状況です。 

（経費のロス） 

○統合庁舎方式と比較すると、庁舎や公用車の維持管理費、職員の庁舎間移動の経費や文書・

郵便物の輸送費、駐車場借上げ費、夜間庁舎管理・日直業務委託費などの経費が多く発生し

ています。 

○各庁舎を現状のまま将来にわたって維持する場合は、それぞれの庁舎において大規模な改修

費の発生が想定されます。 

（各庁舎の老朽化） 

○丹波市役所（本庁舎）は、2028 年に耐用年数を迎える建物で、大規模改修あるいは建替え時

期が迫っています。 

○市島支所は築 38 年が経過し、老朽化しているとともに、耐震改修が未実施のため、早急の

対応が求められている状況です。 

（市民の利便性） 

○行政組織が分散していることで、来庁者にとっては部署の配置がわかりにくく、複数の用件

がある場合、行政手続きの内容によっては庁舎間の移動を強いられ、利便性に課題がありま

す。 

○庁舎内においては、窓口や待合スペースが狭く、相談スペースが少ない状況です。
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（７）地域自治

2007年度より地域づくり交付金制度を創設し、丹波市自治基本条例に基づき、協働のまち

づくりの推進に向けた地域づくり活動を25地区の各自治協議会において行っています。 

交付金制度の創設から 10 年以上が経過し、身近な生活課題は複雑化・多様化が進む中で、

役員等の担い手不足や活動に対する市民理解への対応など、これまでの地域づくり活動を振り

返り、役割や活動内容等の方向性について検証が必要な時期がきています。

・ 2011年度に策定した「参画と協働の指針」と2012年４月に施行した「丹波市自治基本条例」

によって、協働のまちづくりの方針とルールが定められています。 

・25 の地区単位に自治協議会があり、住民自治活動の推進を担う事務局として地域コミュニテ

ィ活動推進員を配置し、人口や年齢層、地域資源、地域活動団体など、各地域の特性を踏まえ

た自治協議会の活動が進められています。 

・既に限界集落を抱えている自治協議会が、11地区あります。 

図表 25 地区の自治会数、限界集落数 

出典：丹波市自治協議会のあり方懇話会中間報告書（2019.3）より作成 

図表 自治協議会の運営状況（一部項目抜粋） 

出典：市資料
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（８）観光

本市は、古くから文化の十字路として栄え、歴史文化をはじめスポーツ・レクリエーション、

行祭事、イベントなど多様で豊富な地域資源を有し、それぞれが魅力を持ち市外からの観光客

を魅了しています。年間の観光入込客数は約 200 万人で推移していますが、冬場の入込客数

は減少傾向にあります。 

・本市には、本州一低い谷中中央分水界やもみじ・かたくりなどの自然資源をはじめ、黒井城跡

などの歴史資源、さらには、恐竜化石発見地や丹波竜化石工房、豊富な農産品など、様々な地

域資源があり、誘客を図る観光資源としての魅力要素となっています。 

図表 観光資源分布図 

出典:丹波市彩遊古路観光ガイドマップより作成 
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・本市は阪神地域と但馬地域の中間に位置し、高速道路網等の発達により、自動車を利用した観

光ルートが中心になっていることから、日帰り観光客の割合が非常に高くなっています。 

図表 観光客総数の推移 

出典：兵庫県観光客動態調査結果報告書より作成 

（９）地域の生業

市内総生産額（2014年度）は2,077億円であり、本市の産業構造としては、第3次産業

の割合（60.6%）が最も高く、次いで第 2 次産業（36.5%）、第 1 次産業（2.0%）となっ

ており、中でも製造業やサービス業、不動産業の割合が高くなっています。 

経済活性化を図るため、市内の空き店舗解消や新規起業者の増加に向けた起業支援などを行

っています。 

・地域特性を踏まえた各種の生業が地域の活力を支えており、サービス業や飲食店などの起業が

見られます。 

    図表 業種別起業件数（2014～2018 年） 
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（１０）都市構造の比較 

本市は、丹波市都市計画マスタープラン（2012年策定）に基づき、市の中心となる広域拠

点・副拠点並びに地域ごとのコンパクト化を支える地域拠点を設定し都市づくりを進めている

ものの、利便性、効率性の高い都市構造が十分に形成されているとは言えません。 

将来の行政運営の観点からも、持続可能な都市のあり方を検討する時期にきています。 

【本市と全国類似都市の平均との都市構造に関する項目の比較】 

①生活利便性の指標 

・各施設の徒歩圏カバー率、徒歩圏平均人口密度ともに全国類似都市の平均を下回っており、利

便性が高く、効率的な都市構造とは言えません。 

・通勤・通学における鉄道・バスの分担率は全国類似都市の平均を下回っており、あまり活用さ

れていない状況です。 

②安全・安心の指標 

・最寄りの緊急避難所までの平均距離が全国類似都市の平均を上回っており、避難所まで遠い人

が多い状況です。 

・空き家数・空き家率ともに、全国類似都市の平均を上回っている状況です。 

③地域経済の指標 

・第三次産業売上高合計、従業者１人当たりの第三次産業売上高ともに全国類似都市の平均を下

回っており、第三次産業の活力があるとは言えません。 

④行政運営の指標 

・歳出決算総額、市民１人当たりの歳出額ともに全国類似都市の平均を上回っており、一方で財

政力指数、市町村民税＋固定資産税、市民１人当たりの税収額は全国類似都市の平均を下回っ

ており、行政運営が良好とは言えません。 

図表 全国類似都市との都市構造の比較 

出典：国土交通省資料「都市モニタリングシート」
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２．市民意向調査の結果 

（１）アンケートの調査概要 

①調査対象

2018 年 10 月末現在の住民基本台帳から、無作為に抽出した 16 歳から 80 歳までの市民

3,000人を対象として実施 

②調査期間 

2018年11月26日（月）～12月10日（月） 

③調査方法 

郵送による配布及び回収（無記名） 

④配布回収状況

配布数 
回収 

集計・整理対象数 
回収数 回収率 

3,000 1,135 37.8% 3,000 

※2018年 12月 27日までに返信された分を含めています。 

⑤回答者の属性 

１）年齢 

図表 回答者の年齢 

２）職業 

図表 回答者の職業 

2.4 7.1 10.1 13.7 13.3 20.7 32.3 0.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 無回答

29.2 6.5 14.2 7.9 12.3 3.0 20.9 2.6 3.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

会社員、公務員 自営業 パート、アルバイト 農業 家事専業 学生 無職 その他 無回答
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（２）調査結果 

①市民の生活行動実態（最も利用する施設の場所とその場所へ行く頻度）について 

・利用頻度が高いものでは、「①食料品・日用品の店舗（スーパー、コンビニ、商店）」と「⑦幼

稚園・保育所・認定こども園」は、居住地域内で利用する傾向にあります。 

・利用頻度が中程度のものでは、「②衣類・家電品等の店舗（大型店や専門店）」は、氷上地域で

利用する傾向にあります。「⑤医院・診療所」は、居住地域内で利用する傾向があります。「⑫

文化ホール（観劇、音楽鑑賞など）」は、居住地域によって利用する場所が市外も含めて異なる

状況です。 

・利用頻度が低いものでは、施設の立地状況を反映して「④総合病院」は、柏原地域内での利用

が柏原・氷上・青垣・春日地域の居住者に多く見られ、山南・市島地域の居住者は市外の利用

が多い傾向にあります。「⑪美術館・博物館」は、氷上地域での利用が多い傾向にあります。「⑥

介護・福祉施設」、「⑨市役所（支所）」、「⑩図書館」、「⑭スポーツ施設（屋内、屋外）」は、居

住地域内で利用する傾向にあります。「③飲食店（レストラン、カフェ）」、「⑬公園（屋外での

レクリエーション）」は、居住地域によって利用する場所が市外も含めて異なる状況です。「⑮

行楽地（季節のレジャー、観光など）」は、市外で利用する傾向にあります。 

図表 最も利用する施設の場所とその場所へ行く頻度の対応関係 

利用頻度 施設 
最も利用する施設の場所 

居住地域内 特定の地域（市内） 市外 

利用頻度が高
い（「ほぼ毎
日」～「週に
1 日程度」が
最も高い） 

①食料品・日用品
の店舗（スーパー、
コンビニ、商店）

柏原・氷上・青垣・春日・

山南・市島地域の居住者 

⑦幼稚園・保育
所・認定こども園

柏原・氷上・青垣・春日・

山南・市島地域の居住者 

利用頻度が中
程度（「月に
1～2日程度」
が最も高い）

②衣類・家電品等
の店舗（大型店や
専門店）

氷上地域の居住者 柏原・青垣・春日・山
南地域の居住者（氷上

地域の施設を利用） 

市島地域の居住者 

⑤医院・診療所 柏原・氷上・青垣・春日・
山南・市島地域の居住者 

⑫文化ホール（観
劇、音楽鑑賞など）

柏原・春日・市島地域の居
住者 

 氷上・青垣・山南地域
の居住者 

利用頻度が低
い（「数ヶ月
に 1日程度」
～「年に数日
程度」が最も
高い） 

③飲食店（レスト
ラン、カフェ） 

柏原・氷上地域の居住者 青垣・春日地域の居住

者（氷上地域の施設を
利用） 

山南・市島地域の居住

者 

④総合病院 柏原地域の居住者 氷上・青垣・春日地域
の居住者（柏原地域の
施設を利用） 

山南・市島地域の居住
者 

⑥介護・福祉施設 柏原・氷上・青垣・春日・
山南・市島地域の居住者 

⑨市役所（支所） 柏原・氷上・青垣・春日・
山南・市島地域の居住者 

⑩図書館 柏原・氷上・青垣・春日・

山南・市島地域の居住者 

⑪美術館・博物館 氷上地域の居住者 柏原・青垣・春日・山

南・市島地域の居住者
（氷上地域の施設を利
用） 

⑬公園（屋外での
レクリエーション）

柏原・青垣・春日・市島地
域の居住者 

氷上地域の居住者（柏
原地域の施設を利用）

山南地域の居住者 

⑭スポーツ施設
（屋内、屋外） 

柏原・氷上・青垣・春日・

山南・市島地域の居住者 

⑮行楽地（季節の
レジャー、観光な
ど） 

  柏原・氷上・青垣・春
日・山南・市島地域の
居住者 
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※「⑧市役所（本庁舎、分庁舎）」は、氷上地域、春日地域に立地していますが、支所と混同し、利用する施設の

場所として他の地域も回答がされており、実態と異なるため、分析からは除くこととします。 

※表の上部項目の『最も利用する施設の場所』は、設問と回答者の居住地とのクロス集計の結果、以下の考え方

で分類しています。 

・最も利用する施設の場所が、居住地と一致する傾向がある場合は、「居住地域内」として分類 

・最も利用する施設の場所が、特定の地域（市内）に集中する傾向がある場合は、「特定の地域（市内）」とし

て分類 

・最も利用する施設の場所が、市外の傾向がある場合は、「市外」として分類 

※表の左側項目の『利用頻度』は、利用頻度の選択肢の、「ほぼ毎日」・「週に２～４日程度」・「週に１日程度」の

合計、「月に１～２日程度」、「数ヶ月に1日程度」・「年に数日程度」の合計のうち、値が最も高いものに分類し

ています。 

②市民の生活行動実態（最もよく使う交通手段と移動の利便性）について

・施設への移動手段として最もよく使う交通手段は、全ての施設において、「自家用車（自分で運

転）」の割合が圧倒的に高くなっています。 

・全ての施設において移動の利便性は、「行きやすい」や「まあ行きやすい」の割合が高くなって

おり、自家用車利用の場合は、特に不便を感じないと評価されています。 

図表 利用する施設別の最もよく使う交通手段 

図表 その場所への移動の利便性の評価 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①食料品・日用品の店舗（ｽｰﾊﾟｰ、ｺﾝﾋﾞﾆ、商店）

②衣類・家電品等の店舗（大型店や専門店）

③飲食店（ﾚｽﾄﾗﾝ、ｶﾌｪ）

④総合病院

⑤医院・診療所

⑥介護・福祉施設

⑦幼稚園・保育所・認定こども園

⑧市役所（本庁舎、分庁舎）

⑨市役所（支所）

⑩図書館

⑪美術館・博物館

⑫文化ホール（観劇、音楽鑑賞など）

⑬公園（屋外でのﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ）

⑭スポーツ施設（屋内、屋外）

⑮行楽地（季節のﾚｼﾞｬｰ、観光など）

自家用車(自分で運転)
自家用車(乗せてもらう)
タクシー

路線バス

デマンド(予約)型乗合タクシー
鉄道

徒歩・自転車

その他

無回答
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②衣類・家電品等の店舗（大型店や専門店）

③飲食店（ﾚｽﾄﾗﾝ、ｶﾌｪ）

④総合病院

⑤医院・診療所

⑥介護・福祉施設

⑦幼稚園・保育所・認定こども園

⑧市役所（本庁舎、分庁舎）

⑨市役所（支所）

⑩図書館

⑪美術館・博物館

⑫文化ホール（観劇、音楽鑑賞など）

⑬公園（屋外でのﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ）

⑭スポーツ施設（屋内、屋外）

⑮行楽地（季節のﾚｼﾞｬｰ、観光など）

行きやすい

まあ行きやすい

どちらとも言えない

あまり行きやすくない

行きにくい

無回答
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③丹波市の住みやすさに関する評価について

・満足度がプラスであるものは、「①食料品や日用品など普段の買物」、「②衣服や家電品などの買

回品の買物」、「⑰自然と調和した美しい景観」となっており、普段の買物や自然環境に関して

は、満足度が高い状況です。 

・満足度が低くて重要度が高いものは、「④入院や手術などの高度な医療サービス」、「⑤外来診療

や福祉・介護サービス」、「⑧災害に備えた対策や体制」となっています。 

図表 住みやすさに関する評価の満足度－重要度の散布図 

※満足度、重要度の点数は、満足度が満足10点、やや満足5点、ふつう0点、やや不満-5点、不満-10点、 

重要度が重要10点、やや重要5点、ふつう0点、あまり重要でない-5点、重要でない-10点としてそれぞ

れの項目の回答の平均点を算出したものです。 
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全体の重要度の平均 4.41
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高

高低

20

住みやすさに関する評価項目

①食料品や日用品など普段の買物 

②衣服や家電品などの買回品の買物

③家族や友達と食事をする飲食店 

④入院や手術などの高度な医療サー

ビス 

⑤外来診療や福祉・介護サービス 

⑥行政サービスや公共施設の機能・

配置 

⑦子育て環境や教育環境 

⑧災害に備えた対策や体制 

⑨道路や上下水道などの整備された

都市基盤 

⑩農業や林業・産業など多様な働く

場 

⑪公園など家族で遊べる場所 

⑫住民主体の自治活動や地域づくり

活動 

⑬誘客のための観光資源 

⑭お祭りやイベントなどの賑わい 

⑮歴史的な資源や文化的な資源 

⑯地域における支えあいや助け合い

⑰自然と調和した美しい景観 

⑱地域の特性に応じた土地利用規制

と誘導
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④居住継続意向とその理由について 

・20 年後の将来、どこに住んでいるかについては、「今と同じ場所」（69.4%）の割合が最も高

く、次に「市外」（6.7%）となっています。年齢別に見ると、10 歳代や 20 歳代では居住場

所の継続意向が低くなっています。 

図表 今後の居住場所の継続意向

図表 年齢別の今後の居住場所の継続意向 

※グラフ中のＮとは、当該設問に答えた年齢別の総数を表しています。 

69.4 1.9
1.6

6.7 17.5 2.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
今と同じ場所 今と同じ小学校区のどこか 市内の他の小学校区 市外 わからない 無回答
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1.3

33.3

13.6

9.6

7.1

8.6

4.3

3.0

40.7

44.4

14.8

21.2

13.9

11.9

14.4

3.7

0.9

0.6

0.7

1.7

6.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10歳代
（N=27）

20歳代
（N=81）

30歳代
（N=115）

40歳代
（N=156）

50歳代
（N=151）

60歳代
（N=235）

70歳以上
（N=367）

今と同じ場所 今と同じ小学校区のどこか

市内の他の小学校区 市外

わからない 無回答
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・「今と同じ場所」もしくは「今と同じ小学校区のどこか」を選んだ方の理由は、「住み慣れた地

域で愛着がある」の割合が最も高く、次いで「代々守ってきたものがある（家や土地など）」や

「地域の人とのつながりがある」が高く、地域との結びつきを維持することが主な要因として

あげられています。 

・年齢別に見ても概ね同様の傾向にありますが、年代が高いほど、より地域との結びつきを維持

する要因が大きい傾向にあります。 

図表 今と同じ場所もしくは今と同じ小学校区に20年後も住み続けていると思う理由（複数回答） 

図表 年齢別の今と同じ場所もしくは今と同じ小学校区に 20 年後も住み続けていると思う理由 

（複数回答） 

単位：% 
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ん
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い
る
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い

地
域
の
活
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こ
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き
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そ
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無
回
答

10歳代
（N=5）

60.0 20.0 60.0 20.0 20.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0

20歳代
（N=28）

67.9 32.1 53.6 28.6 28.6 25.0 3.6 10.7 7.1 17.9 7.1 25.0 25.0 10.7 7.1 0.0

30歳代
（N=82）

43.9 24.4 56.1 37.8 28.0 25.6 6.1 12.2 6.1 11.0 6.1 26.8 13.4 6.1 9.8 0.0

40歳代
（N=106）

56.6 34.9 50.9 43.4 21.7 19.8 6.6 17.9 3.8 10.4 7.5 27.4 20.8 6.6 7.5 0.0

50歳代
（N=114）

65.8 40.4 27.2 53.5 21.9 17.5 3.5 9.6 5.3 3.5 7.9 27.2 20.2 7.9 6.1 0.0

60歳代
（N=193）

74.1 52.3 31.6 66.3 10.9 24.9 10.4 16.6 9.8 5.2 10.4 23.8 23.8 10.9 5.7 1.6

70歳以上
（N=279）

81.4 59.5 29.0 58.1 10.8 33.7 22.6 21.1 16.5 9.3 9.7 35.8 31.5 14.0 5.4 0.7

※表の左側項目の年齢別に1位を黒の網かけ、2位をグレーの網かけとしています。ただし、「その他」「無回答」

は順位から除きます。 

※表中のＮとは、当該設問に答えた年齢別の総数を表しています。

69.9
47.3

36.2
54.1

16.3
26.2

12.5
16.7

10.1
8.0
8.8

29.4
24.6

10.4
6.3

0.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

住み慣れた地域で愛着がある

地域の人とのつながりがある

親・兄弟・子どもが住んでいる

代々守ってきたものがある(家や土地など)

働く場がある

自然環境に恵まれている

道路や上下水道などの都市基盤が整っている

スーパーや店舗など商業施設が充実している

医療や介護・福祉サービスが充実している

子どもの教育環境が良い

公共交通の利便性が高い

住んでいる住宅に満足している

災害の心配が少ない

地域の活動に関わることができる

その他

無回答

(%)
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・「市内の他の小学校区」もしくは「市外」を選んだ方の理由は、「公共交通の利便性が低い」、「ス

ーパーや店舗など商業施設が不足している」、「医療や介護・福祉サービスに不便を感じる」、「働

く場がない」の割合が高く、生活利便性の不満をあげる人が多い状況です。 

・年齢別にみると、若い年代の「市内の他の小学校区」もしくは「市外」を選んだ方の理由は、

「働く場がない」という理由の割合が高くなっています。

図表 市内の他の小学校区もしくは市外に 20 年後には移り住んでいると思う理由（複数回答） 

図表 年齢別の市内の他の小学校区もしくは市外に 20年後には移り住んでいると思う理由 

（複数回答） 
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無
回
答

10歳代 

（N=10）
20.0 30.0 0.0 10.0 50.0 0.0 0.0 40.0 10.0 0.0 50.0 0.0 20.0 10.0 50.0 0.0

20歳代 

（N=17）
5.9 5.9 5.9 17.6 35.3 0.0 0.0 41.2 11.8 11.8 47.1 0.0 5.9 11.8 35.3 5.9

30歳代 

（N=15）
26.7 20.0 33.3 20.0 40.0 6.7 13.3 26.7 33.3 6.7 53.3 26.7 20.0 33.3 46.7 0.0

40歳代 

（N=16）
31.3 25.0 18.8 18.8 12.5 0.0 12.5 37.5 31.3 18.8 50.0 12.5 18.8 43.8 37.5 0.0

50歳代 

（N=15）
20.0 26.7 20.0 26.7 13.3 0.0 6.7 26.7 40.0 0.0 66.7 6.7 0.0 26.7 20.0 0.0

60歳代 

（N=10）
30.0 30.0 40.0 20.0 30.0 10.0 0.0 50.0 50.0 10.0 50.0 0.0 30.0 60.0 20.0 0.0

70歳以上

（N=11）
0.0 9.1 45.5 9.1 18.2 9.1 0.0 18.2 18.2 9.1 27.3 0.0 9.1 0.0 27.3 18.2

※表の左側項目の属性別に1位を黒の網かけ、2位をグレーの網かけとしています。ただし、「その他」「無回答」

は順位から除きます。 

※表中のＮとは、当該設問に答えた年齢別の総数を表しています。

19.1
20.2
22.3

18.1
27.7

3.2
5.3

34.0
27.7

8.5
50.0

7.4
13.8

26.6
34.0

3.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

愛着やなじみがなく魅力を感じない

近所の付きあいなどがわずらわしい

親・兄弟・子どもから離れている

家や土地など受け継ぐ物がない

働く場がない

自然環境に恵まれていない

道路や上下水道などの都市基盤が整っていない

スーパーや店舗など商業施設が不足している

医療や介護・福祉サービスに不便を感じる

子どもの教育環境が整っていない

公共交通の利便性が低い

住んでいる住宅に不満がある

災害に対する不安がある

地域の活動に関わるのが負担である

その他

無回答

(%)
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・「移り住んでいると思う」理由を「市内の他の小学校区」と「市外」で分けてみると、「市内の

他の小学校区」を選んだ方の理由は、「家や土地など受け継ぐ物がない」の割合が高くなってい

ます。「市外」を選んだ方の理由は、「公共交通の利便性が低い」、「スーパーや店舗など商業施

設が不足している」、「働く場がない」、「医療や介護・福祉サービスに不便を感じる」の割合が

高くなっています。

図表 市内の他の小学校区に住みたい理由（複数回答） 

図表 市外に住みたい理由（複数回答） 

16.7
16.7

11.1
33.3

0.0
0.0
0.0

11.1
5.6

0.0
11.1

0.0
0.0

11.1
55.6

0.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

愛着やなじみがなく魅力を感じない
近所の付きあいなどがわずらわしい
親・兄弟・子どもから離れている
家や土地など受け継ぐ物がない

働く場がない
自然環境に恵まれていない

道路や上下水道などの都市基盤が整っていない
スーパーや店舗など商業施設が不足している
医療や介護・福祉サービスに不便を感じる

子どもの教育環境が整っていない
公共交通の利便性が低い

住んでいる住宅に不満がある
災害に対する不安がある

地域の活動に関わるのが負担である
その他
無回答

19.7
21.1
25.0

14.5
34.2

3.9
6.6

39.5
32.9

10.5
59.2

9.2
17.1

30.3
28.9

3.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

愛着やなじみがなく魅力を感じない
近所の付きあいなどがわずらわしい
親・兄弟・子どもから離れている
家や土地など受け継ぐ物がない

働く場がない
自然環境に恵まれていない

道路や上下水道などの都市基盤が整っていない
スーパーや店舗など商業施設が不足している
医療や介護・福祉サービスに不便を感じる

子どもの教育環境が整っていない
公共交通の利便性が低い

住んでいる住宅に不満がある
災害に対する不安がある

地域の活動に関わるのが負担である
その他
無回答

(%)

(%)
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⑤20年後の丹波市のまちづくりについて

・20年後のまちの姿（都市の構造）としては、「市の中心部に都市機能を一定集積させる」都市

構造の支持が最も高くなっています（58.0%）。次いで、「市内各地に都市機能を分散して配置

させる」都市構造が支持され（19.2%）、「市の中心部に都市機能を集積させる」都市構造に対

する支持は低くなっています（4.3%）。 

図表 丹波市の 20年後のまちの姿（都市の構造）の考え方 

⑥20 年後の将来を想定した必要と考えられる施設の場所について

・ 「①食料品・日用品の店舗（スーパー、コンビニ、商店）」、「⑤医院・診療所」、「⑦認定こども

園」、「⑯小学校」は、地区（校区）への立地が必要と考えられています。 

・ 「③飲食店（レストラン、カフェ）」、「⑥介護・福祉施設」、「⑨市役所（支所）」、「⑩図書館」、

「⑬公園（屋外でのレクリエーション）」、「⑭スポーツ施設（屋内、屋外）」、「⑰中学校」は、

地域（旧町域）への立地が必要と考えられています。 

・ 「②衣類・家電品等の店舗（大型店や専門店）」、「④総合病院」、「⑧市役所（本庁舎、分庁舎）」、

「⑪美術館・博物館」、「⑫文化ホール（観劇、音楽鑑賞など）」、「⑮行楽地（季節のレジャー、

観光など）」は、市の中心部にあればよいと考えられています。 

図表 20 年後の将来を想定した必要と考えられる施設の場所 

19.2 58.0 4.3 18.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

市内各地に都市機能を分散して配置させる 市の中心部に都市機能を一定集積させる

市の中心部に都市機能を集積させる 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①食料品・日用品の店舗(スーパー、コンビニ、商店)
②衣類・家電品等の店舗 (大型店や専門店)

③飲食店(レストラン、カフェ)
④総合病院

⑤医院・診療所

⑥介護・福祉施設

⑦認定こども園

⑧市役所(本庁舎、分庁舎)
⑨市役所(支所)

⑩図書館

⑪美術館・博物館

⑫文化ホール(観劇、音楽鑑賞など)
⑬公園(屋外でのレクリエーション)

⑭スポーツ施設(屋内、屋外)
⑮行楽地(季節のレジャー、観光など)

⑯小学校

⑰中学校

地区(校区)に無いと困る施設

地域(旧町域)に無いと困る施設

市の中心部にあればよい施設

無回答
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⑦公共交通に関する評価について

・満足度は全ての項目でマイナスとなっており、公共交通に対する満足度は全体的に低いと言え

ます。特に、路線バスの「⑥運行本数や運行時間（運行ダイヤ）」、鉄道の「①運行本数や運行

時間（運行ダイヤ）」が低い状況にあります。 

・重要度が特に高い項目としては、「⑬単独で公共交通機関を利用できない人を対象とした移動支

援施策」、鉄道の「①運行本数や運行時間（運行ダイヤ）」、「⑪デマンド(予約)型乗合タクシー

の利用」、路線バスの「⑥運行本数や運行時間（運行ダイヤ）」となっており、鉄道、路線バス

以外のデマンド（予約）型乗合タクシーや福祉移動支援施策など、公共交通体系全体の充実が

必要と考えられています。 

図表 公共交通に関する評価の満足度－重要度の散布図 

※満足度、重要度の点数は、満足度が満足 10 点、やや満足 5 点、ふつう0 点、やや不満-5 点、不満-10 点、

重要度が重要 10 点、やや重要 5 点、ふつう0 点、あまり重要でない-5 点、重要でない-10 点としてそれぞ

れの項目の回答の平均点を算出したものです。 

①
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⑧ ⑨
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Ｘ・現在の評価（満足度）

全体の重要度の平均 3.79

全体の満足度の平均 -2.86

高

高低

20

公共交通に関する評価項目

●鉄道 

①運行本数や運行時間（運行ダイ

ヤ） 

②電子マネー(イコカなど)への対

応 

③駅の待合環境 

④運賃 

●路線バス 

⑥運行本数や運行時間（運行ダイ

ヤ） 

⑦運行路線（運行ルート） 

⑧バス停の待合環境 

⑨運賃 

●その他の交通機関など 

⑪デマンド(予約)型乗合タクシー

の利用 

⑫普通タクシーの利用 

⑬単独で公共交通機関を利用で

きない人を対象とした移動支援

施策 

⑭家族やご近所で相乗りするなど

助け合い 
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３．全国的な社会潮流と丹波市の状況 

国においては、本格的な人口減少と高齢化を迎える中、住民の暮らしと地域経済を守るために

は、自治体が行政上の諸課題に的確に対応し、持続可能な形で、質の高い行政サービスを提供す

る必要があるとし、高齢者（65歳以上）人口が最大となる2040年頃をターゲットイヤーとし

て、様々な行政課題を整理した上で、今後の自治体行政のあり方を展望する「自治体戦略2040

構想研究会」を設置して検討を進めています。社会潮流を把握する上で、本市の状況と比較整理

します。 

（１）医療・介護 

全国的に高齢者人口が増加し、医療や介護需要が高まることが予測されています。本市におい

ても高齢化が進むものの、長期的には高齢者の総人口が減少するため、医療需要予測指数は減少

が予測されます。 

■丹波市の状況 

○人口減少により、医療需要は減少すると予

測されます。 

【医療需要予測指数（2015年実績＝100）】

出典：地域医療情報システム

○高齢化率が増加、特に 75 歳以上の後期高齢

者人口が増加すると予測されます。 

【高齢化率（65歳以上）】 

【後期高齢者数（75歳以上）】 

出典：国立社会保障・人口問題研究所

○要介護等認定者の増加が予測されます。 

【要介護認定者数】 

出典：丹波市高齢者保健福祉計画・第 7 期介護

保険事業計画（2018.3） 

■全国の状況 

○特に東京圏（一都三県）で入院需要は急増

すると予測されています。 

【入院ニーズ（一日当り）】 

・東京圏27万人→38万人（11万人の増） 

・近畿圏23万人→29万人（6万人の増） 

・中部圏19万人→23万人（4万人の増） 

（三圏で全国の約7割） 

○高齢化率が増加、特に 75 歳以上の後期高齢

者人口が増加すると予測されています。 

【高齢化率（65歳以上）】 

【後期高齢者数（75歳以上）】 

○特に東京圏で介護需要は急増すると予測さ

れています。 

【介護サービス利用者数】 

・東京圏118万人→172万人（54万人の増） 

・近畿圏99万人→135万人（36万人の増） 

・中部圏86万人→112万人（26万人の増） 

（三圏で全国の約7割） 

2015年

26.6%

2035年

32.8%

6.2 ポイントの増

2015年

32.３%

2035年

39.4%

7.1 ポイントの増

2015年

16,322千人

2035年

22,597千人

6,275 千人の増

2015年

11,134人

2035年

13,330人

2,196 人の増

2015年

133万人

2040年

163万人

30万人の増

2015年

100

2040年

89

11ポイントの減

2015年

521万人

2025年

689万人

168万人の増

2015年

4,050人

2025年

4,673人

623人の増
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（２）インフラ・公共施設・公共交通 

全国的に高度成長期に集中投資したインフラや公共施設が、更新時期を迎えつつあります。本

市においても老朽化が進んでいる施設があり、このまま維持しようとすると莫大な更新費用等が

必要になることが予測されます。 

また、高齢化に伴い全国的に運転免許証の自主返納件数は増加しており、本市においても増加

傾向にあります。 

■全国の状況 

○高齢者の単身世帯が増加すると予測されて

います。 

【高齢者単身世帯数】（東京都） 

○認知症患者が増加すると予測されています。

【認知症患者数】

■丹波市の状況 

○高齢者の単身世帯が増加しています。 

【高齢者単身世帯数】 

出典：国勢調査報告  

○認知症患者が増加しています。 

【認知症患者数】 

出典：丹波市高齢者保健福祉計画・第 7 期介護

保険事業計画（2018.3） 

2015年

525万人

2040年

953万人
428万人の増

2015年

2,281人

2017年

2,441人
160人の増

2015年

79万世帯

2035年

103万世帯
24万世帯の増

2000年

1,553世帯

2015年

2,562世帯

1,009 世帯の増

■全国の状況 

○高度成長期に集中投資したインフラや公共

施設※の更新時期が到来します。 

・2033年には橋梁、トンネルの過半が築50

年を超過 
※公共施設：体育館、市民会館、ゴミ焼却施設、公営

住宅等 

○高齢者の増加に伴い、運転免許証自主返納

は増加しています。 

【65歳以上の運転免許証自主返納件数】

■丹波市の状況 

○現状のままでいくと、今後公共施設の維持・

更新に莫大な費用が掛かることが予測され

ます。 

・今後 40 年間の公共施設の大規模改修及び

建替えに係る費用は年平均約38.4億円（累

計約1,537.8億円） 
出典：丹波市公共施設等総合管理計画（2017.2）

○高齢者の増加に伴い、運転免許証自主返納

は増加しています。

【65歳以上の運転免許証自主返納件数】 

出典：市資料 

2010年

6.3 万件

2015年

27.0 万件
20.7 万件の増

2010年

98件

2015年

214件
116件の増
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（３）空間管理 

全国的に耕地面積の減少傾向、耕作放棄地の増加傾向が見られます。本市では耕地面積の減少

傾向とともに、耕作放棄地の減少傾向が見られますが、今後においては後継者不足により耕作放

棄地の増加が予測されます。 

（４）治安・防災 

全国的に空き家が急増すると予測されています。本市においても増加傾向が見られます。また、

南海トラフ巨大地震が発生した場合、本市においても被害を受けると予測されます。 

■全国の状況 

○空き家数・空き家率が急増すると予測され

ています。 

【空き家数】 

【空き家率】 

○首都直下地震・南海トラフ巨大地震の発生

が予測されています。 

・確率は今後30年間で70%と予測

■丹波市の状況 

○耕地面積が減少傾向にあります。 

【耕地面積】 

出典：作物統計調査（2007・2018） 

○耕作放棄地面積が減少傾向にあります。 

【耕作放棄地面積】 

出典：農林業センサス（2005・2015） 

2005年

108ha

2015年

98ha

10haの減

■全国の状況 

○耕地面積が減少傾向にあります。 

【耕地面積】 

○耕作放棄地面積が増加傾向にあります。 

【耕作放棄地面積】 

2005年

38.6 万 ha

2015年

42.3 万 ha
3.7 万 haの増

2007年

465万 ha

2018年

442万 ha
23万 haの減

2007年

5,780ha

2018年

5,590ha
190ha の減

■丹波市の状況 

○空き家数・空き家率は増加傾向にあります。

【空き家数】 

【空き家率】 

出典：住宅・土地統計調査（1998・2013） 

○南海トラフ巨大地震の被害を受けることが

予測されます。 

・被害想定では、本市も震度 5 弱の被害を受

けると予測されます。 
出典：南海トラフ巨大地震の被害想定について

（第二次報告）

1998年

11.5%

2013年

13.5%

2.0 ポイントの増

1998年

576万戸

2013年

820万戸

244万戸の増

1998年

1,590戸

2013年

4,290戸

2,700 戸の増

1998年

6.7%

2013年

16.1%

9.4 ポイントの増
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（５）子育て・教育 

全国的に少子化が進んでおり、学校（小・中・高校）の廃校が進んでいます。本市においても

子供の人口は減少する見込みで、既に小・中学校の統廃合が進んでいます。

※全国の状況は、自治体戦略2040構想研究会資料から引用。 

■丹波市の状況 

○15 歳未満人口は減少する見込みです。 

【15歳未満人口】 

出典：国立社会保障・人口問題研究所 

○学校の統合が進んでいます。

・2017年度には、青垣地域の4小学校が１

小学校に統合 

・山南地域の中学校の統合に向けた、具体的

な検討 

・児童数の減少により、学校の適正規模・適

正配置の検討と同時に、廃校の利活用が課

題 

■全国の状況 

○15 歳未満人口は減少する見込みです。 

【15歳未満人口】 

○学校の廃校が進んでいます。 

・既に毎年 500 校程度（2000 年→2015

年）発生 

・廃校（小・中・高）の転用などハードの有

効活用が課題 

2015年

1,595万人

2035年

1,246万人

349万人の減

2015年

8,352人

2035年

5,696人

2,656 人の減
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４．まちづくりの主要課題と方向性 

（１）都市機能、生活サービス機能

（都市機能の一定の集積） 

・本市は、これまで均衡ある発展に向けてまちづくりを進めてきました。しかしながら、人口減

少・少子高齢化の進行や財政状況の悪化などの社会環境が大きく変化する中において、これま

で同様にまちの発展を維持するために、今後は、各地域の特性を活かしたまちづくりを基盤と

して、全市的視点から一定の都市機能の集積を図る効率的な都市の経営が求められます。 

（都市機能の維持）

・既に都市機能が集まり、生活拠点として形成維持が見られる各地域の市街地においては、一定

の人口集積が見られます。人口減少が進行する今後においても、それらの市街地における人口

は微減に留まることが予測されますが、持続的なまちの活力の創出・維持に向けて、市街地に

おける都市機能を保全し、地域における市民の生活環境を維持していくことが求められます。 

・高齢者の人口が増加していく中で、日常の買物や地域包括ケアなどの高齢者の身近な暮らしを

支える都市機能、生活サービス機能の充実が必要です。同時に、地域活力を維持するためには、

安心して子育てできる環境の充実を図り、若い世代の居住を促進していくことが求められます。 

・本市に住みたい、住み続けたいと考える人のニーズに対応するため、地域資源を活かしたまち

の魅力向上や生活利便性の向上、安全・安心な生活環境につながる都市基盤の整備など、快適

で暮らしやすい都市づくりが求められます。 

（生活サービス機能の確保） 

・人口減少や高齢化が顕著に進むと想定される地区では、コミュニティの弱体化、生活利便施設

の撤退、医療・福祉サービスなどの縮小が予測されます。そのため、住み慣れた地域で暮らし

を支えていくための生活サービス機能の確保とともに、地域活力の維持を図るための地域特性

を活かした生業の創出を支える環境づくりが求められます。 

（地域づくりの体制・仕組みづくり）

・地域コミュニティにおいては、担い手を確保しつつ、地域課題の解決を図るための地域自治の

体制や仕組みづくりなどが求められます。 

（人口の維持・増加に向けたまちの魅力づくり） 

・観光振興による交流人口の増加を図るため、自然や文化などの地域資源を活かし、市民自身が

日常の生活の中においても非日常を感じることができる、潤いとゆとりあるまちづくりが求め

られます。 

・本市の特性を活かした生業の持続、創出により、地域の活性化や雇用の確保につなげることが

求められます。 
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（未利用地や空き家等の有効活用） 

・廃校となる学校や空き地、空き家、耕作放棄地が増加していくことが予想されるため、それら

を都市機能、生活サービス機能の立地の観点から有効活用していくことが必要です。 

（２）公共交通 

（誰もが円滑に移動できる公共交通サービスの確保） 

・自家用車に依存する市民の割合が高く、鉄道や路線バスなどの公共交通や普通タクシーが生活

を支える機能としてあまり利用されていない状況です。人口減少・少子高齢化が進行する社会

においては、さらに利用者が減少することや、運転免許証を返納する市民の増加が予測される

ため、自家用車から公共交通への利用転換を促していくことが課題です。 

・通勤・通学、買物、医療受診等の日常生活における交通手段の確保のため、生活交通であるデ

マンド（予約）型乗合タクシーと基幹交通である鉄道や路線バスとの乗継利便性の向上を図る

ための連携強化が求められます。 

・一人で公共交通を利用できない高齢者や障がいのある人に対する移動支援サービスの充実が求

められます。 

・公共交通の利用需要を増やすために、自動運転技術やライドシェアシステムなど、公共交通を

補完する新技術の利活用による利便性の向上や観光客の公共交通の利用促進を図っていくこと

も求められます。 

（３）公共施設 

（公共施設の計画的な維持管理の推進） 

・ 市税や地方交付税の減少が見込まれる中で、今後、公共施設の維持管理費が増大することから、

必要な施設の改修や建替えを行う場合には、計画的な事業実施により費用負担の軽減化・平準

化を図っていく必要があります。 

・社会環境や市民ニーズの変化に即した公共施設の集約・転用、及び適切な維持管理を進めてい

くために、丹波市公共施設等総合管理計画に掲げる施設の統廃合や再配置、有効活用等を着実

に推進していく必要があります。 

（４）行政機能

（新たな庁舎のあり方の明示） 

・丹波市庁舎等整理統合基本計画（2011 年 11 月）において、「氷上庁舎又は春日庁舎の老朽

化が進み使用困難となった時点以降を目安に増築又は新庁舎を考える。」と結論付けられていま

すが、丹波市役所（本庁舎）の耐用年数の到達まで残り 10 年未満となり、大規模改修が必要

となる前に、将来のまちづくりとの関係の中で新たな庁舎のあり方を示すことが求められてい

ます。 

（職員数及び庁舎規模の適正化） 

・人口減少・少子高齢化の進行により、厳しい財政状況が続くことが見込まれることから、効率

的な行政運営が実現できるよう、職員数及び庁舎規模の適正化が必要です。 
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まちの課題とビジョン実行後のまちのイメージ 
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第３章 未来に向けたまちづくりの方針 

この「まちづくりビジョン」は、市の未来を見据えて、人口減少・少子高齢化が進行する社会

においても、都市経営を持続しながら市民の暮らしを守り、まちの活力維持・向上に向けて、全

市的な都市機能の配置、都市構造の視点から、まちづくりの方向性を明確に示すために策定する

ものです。時代の変化に対応した効率的で利便性の高い都市機能と自然・田園環境と調和したま

ちなみ、日常生活に必要な生活環境が構築された『まちの姿』と、市民が将来にわたって、文化・

風土・人のつながり・豊かな自然を大切にしながら生きがいと生業を持って生活する『暮らしの

姿』を描きます。 

「まちづくりビジョン」では、未来に向けたまちづくりの方針を、次の『まちの姿』と『暮ら

しの姿』として設定します。 

【まちの姿】 

市の中心部には、全市的な都市機能の一定の集積が見られるとともに、そ

れぞれの地域には、自然・田園環境と調和したまちなみと日常生活に必要

な生活環境が維持され、全市的に都市機能の役割分担が明確化されていま

す。 

○全市的な視点に基づく都市機能の一定の集積により、行政・商業・医療福祉・文化

芸術・観光などの各機能の充実が図られ、賑わいと活力を担う拠点市街地が整備さ

れています。 

○緑豊かな自然環境や里山の景観が守られ、農業をはじめとする地域に根ざした産業

を基盤として、日々の暮らしを支える生活関連サービスの維持と充足を担う地域の

市街地が維持されています。 

○都市機能を結ぶ公共交通が充足し、移動に係る利便性が確保されています。 

【暮らしの姿】 

市民は、夢と希望と誇りを持って住み慣れた地域で暮らし続ける中で、

必要な時には市の中心部に出掛け、集積された都市機能サービスを手に

入れることができます。 

○自治協議会や自治会、市民活動団体等は、行政や事業者等と協力・役割分担をし

ながら、地域の特徴や特性、資源や人材を活かし、生活を支える様々なサービス

と地域活動をつなぎ合わせた多様な住民自治活動を展開し、人と人とのつながり

が深まり暮らしが満たされています。 

○地域の特性を活かした産業が息づき、市民が様々な分野の生業や生活の中で活躍

する姿が市内の随所で見られます。 

○誰もが暮らしやすさを実感できる生活環境の中で、安全・安心で快適な暮らしを

送っています。 

《まちづくりの方針》



38 

第４章 未来に向けたまちづくりの方向性 

１．まちづくりの基本的な方向性 

『未来に向けたまちづくりの方針』として示した『まちの姿』と『暮らしの姿』の実現に向け

て、まちづくりの基本的な方向性を定めます。 

現在のまちのイメージ 

将来めざすまちのイメージ 

・各地域では集落が形成されてお

り、全市的な都市機能は、複数

の拠点等に分散立地しています。

・一部の集落では、人口が減少傾

向にあり、持続性が失われつつ

あります。

・中心部において全市的な都市機

能の集積が図られています。 

・各地域においては、日常生活に

必要な都市機能が維持されてい

ます。また、地域特性を活かし

た産業が営まれています。 

・中心部と各地域は、公共交通に

よって結ばれています。 

・ 全体的に人口は減少するもの

の、中心部及び各地域の市街地

では一定の人口密度が保たれて

います。 

第１の方向性

市の中心部に都市機能の一定の集積を進める都市デザイン 

持続的に発展し続けることができる丹波市を築くために、市中心部への都市機能（行政・

商業・医療福祉・文化芸術・観光など）の一定の集積により、都市としての機能の強化を

図り、全市的な都市サービスを効率的に提供できるまちづくりを進めます。

第２の方向性

住み慣れた地域に住み続ける生活スタイル 

都市機能の一定の集積を進める中にあっても、市民が生まれ育った地域において、文化、

風土、人のつながり、豊かな自然を大切にしながら、生きがいと生業を持って暮らし続け

ることができる、あるいは、自然との触れ合いなどを求める人が移住したくなるよう、市

民生活に直結した生活サービスの維持・向上と、居住場所に限らず集積された都市機能サ

ービスを誰もが享受できるまちづくりを進めます。

図表 現在のまちのイメージと将来めざすまちのイメージ

《まちづくりの方向性》 
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２．都市機能の体系化 

まちづくりの基本的な方向性に基づき、“都市構造を構成する機能”として、中心部（全市的で

高度な都市機能）と中心部以外（日常生活に必要な都市機能）について、都市機能を体系化しま

す。 

都市構造を 

構成する機能

都市機能の体系化 

中心部（全市的で高度な都市機能） 中心部以外（日常生活に必要な都市機能）

行政機能 
■中枢的な行政機能

（例：本庁舎）

■日常生活に必要となる行政窓口機能

（例：支所）

介護福祉機能

■市全域の市民を対象とした高齢者福

祉の指導・相談・情報提供の窓口と

なる機能

（例：基幹型地域包括支援センター、

社会福祉協議会本所）

■高齢者の自立した生活を支え、又は日々

の介護、見守りなどのサービスを受け

ることができる機能

（例：地域包括支援センター、社会福祉

協議会支所）

子育て 

機能 

■市全域を対象とした子育てに関する

指導・相談・情報提供の窓口となる

機能

（例：子育て世代包括支援センター）

■子どもを持つ世代が日々の子育てに必

要なサービスを受けることができる機

能

（例：認定こども園、子育て学習センタ

ー、アフタースクール）

商業機能 

■多様なニーズに対応した買物や食事

を提供する機能

（例：大型商業施設、飲食店）

■日々の生活に必要な生鮮品、日用品な

どの買物ができる機能

（例：スーパーマーケット、コンビニエン

スストア、商店）

医療機能 

■入院や手術など高度な医療サービス

を受けることができる機能

（例：病院）

■日常的な診療を受けることができる機

能

（例：医院、診療所）

金融機能 

■決済や融資などの金融機能を提供す

る機能

（例：銀行、信用金庫、信用組合、農

協など金融機関の本店）

■日々の引き出し預け入れなどができる

機能

（例：銀行、信用金庫、信用組合、農協

など金融機関の支店、ＡＴＭ、郵便局）

教育・文化機能

■市全域の市民を対象とした教育・文

化サービスの拠点となる機能

（例：文化ホール、中央図書館、美術

館・博物館）

■地域における教育・文化を支える拠点

となる機能

（例：スポーツ施設、小学校、中学校、

図書館）

地域づくり機能

■市全域の市民や団体を対象とした市

民活動を支援する機能

（例：市民プラザ）

■住民自治によるまちづくりを行うため

の活動の拠点となる機能

（例：住民活動の拠点）

安全・安心機能

■市全域の市民を対象とした災害対応

など指揮統括を行う機能

（例：災害対策本部、広域防災拠点）

■災害時における地域住民の避難及び防

災活動など、地域コミュニティにおけ

る防災活動を担う機能

（例：避難所、コミュニティの防災拠点）

観光 

レクリエーシ

ョン機能 

■市内各地の観光地や観光資源へとつ

なぐハブとして、観光による市全域

の活性化を担う機能

（例:観光拠点施設）

■地域の伝統文化、美しい自然、豊かな

食などの「丹波ブランド」としての高

い価値を有する地域資源や既存の施設

等を活用して、観光振興や地域での生

業の確立を図る機能

（例：各地域の観光施設、空店舗や廃校

の利活用施設）
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３．都市機能配置のあり方 

（１）中心部のあり方 

中心部は、持続可能なまちの形成に向けて、全市的な都市機能の一定の集積を進め、日常的な

まちの賑わいを創出するまちの核として位置付けられるエリアです。 

①中心部の位置 

既に一定の都市機能の集積が見られる、丹波市都市計画マスタープランで示す広域拠点（稲継

交差点付近を中心とする沿道市街地と氷上町成松周辺及び柏原町柏原周辺の既成市街地）と副拠

点（春日インターチェンジ周辺から春日町黒井周辺の既成市街地）を結ぶ範囲を中心部として位

置付けます。 

②中心部のあるべき姿 

行政・商業・医療福祉・文化芸術・観光などの機能の充実を図りつつ、それらの都市機能の連

携を強化することで、都市として一体的なまちの活力を創出するとともに、生活利便性が高い市

街地を形成します。 

（２）中心部以外のあり方 

中心部以外は、持続可能な暮らしの実現に向けて、生活サービス機能の維持を図り、森林や農

地などの豊かな自然と集落が調和した、暮らしの区域として位置付けられるエリアです。 

①中心部以外の位置 

中心部以外を、３つの区域として位置付けます。 

②３つの区域のあるべき姿 

森林や農地などの豊かな自然環境が残る中で、子育て環境をはじめ生活環境が整った、あたた

かいコミュニティが形成され、地域の特性を活かした生業を営み、心の豊かさを大切にした暮ら

しを送ることができる充実した生活環境を形成します。 

（３）都市機能の連携のあり方 

中心部の都市機能と各区域や地域の生活機能は、利便性の向上による快適な移動環境が構築さ

れた公共交通によって結びます。 

中心部 
区域 

公共交通による都市機能の連携集落 

区域 

区域 

集落 

集落 

生活機能

生活機能

生活機能

都市機能

図表 都市機能配置のイメージ 
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４．都市の構造化 

（１）基本的な考え方 

①都市の構造化にあたっての基本的な方向性 

将来の人口減少・少子高齢化の進行を見据えて、「都市機能の一定の集積を進める」ことと「住

み慣れた地域に住み続ける」ことの実現に向けて、都市施設の立地状況等を基盤として、誘導・

立地する都市機能と集積を図る範囲を明確にします。 

②都市機能配置に係る階層性の考え方 

丹波市都市計画マスタープランでは、市の都市拠点として、広域拠点と副拠点並びに６つの地

域（柏原・氷上・青垣・春日・山南・市島）にそれぞれ地域拠点が位置付けられています。 

これらの拠点を基盤として、将来に向けた社会環境の変化に対応した、効率的で持続可能な都

市経営に向けて、都市施設の集積・連担の状況や地理的条件、地域のまとまりなどから、市全体

を「１つの中心部と3つの区域」により構成することとします。 

３つの区域は、市域北西側（青垣地域＋氷上地域）の「西部区域」、市域北東側（市島地域＋春

日地域）の「東部区域」、市域南側（山南地域＋柏原地域）の「南部区域」と位置付けます。 

都市機能の配置として、中心部を全市的で高度な都市機能の一定の集積を図る「都市機能集積

誘導エリア」とし、３つの区域は、全市的な都市機能を補完し、区域範囲における都市機能の維

持を図る「都市機能保全調整エリア」として位置付けます。 

また、中心部では、中心部内に位置する柏原・氷上・春日地域の地域拠点がそれぞれの地域の

生活機能を支えるとともに、３つの区域（西部区域、東部区域、南部区域）では、青垣・市島・

山南地域の地域拠点が、それぞれの地域だけではなく区域も対象とした生活機能の維持を図りま

す。 

都市機能の階層として、「１つの中心部と３つの区域」の第１層と生活機能の階層として、「6

つの地域と25の地区」の第２層の構造化で構成することとします。 

それによって、各エリアの都市機能の役割を明確にし、各都市機能の強化を図ることで、市全

体の活力維持と持続的な発展につなげていきます。 

③生活機能配置に係る階層性の考え方 

６つの地域においては、それぞれの地域の特性を活かしつつ、日常生活に必要な諸機能を備え

た地域拠点を核として、生活サービス機能の維持を図り、快適で安心して住み続けられる日常生

活圏の充足を図ります。 

さらに、市民生活における身近なコミュニティ機能の強化に向けて、参画と協働、交流、地域

福祉などの住民自治機能を支えるコミュニティ圏の拠点として、25 地区の自治協議会の活動拠

点を「市民協働拠点」として位置付けます。 

④公共交通による都市機能連携の考え方 

中心部と３つの区域は、鉄道や路線バスによる地域連携軸で、地域や地区及び各集落等は、路

線バスやデマンド（予約）型乗合タクシー等による生活連携軸によって連携を強化します。 
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⑤行政機能の考え方 

行政機能は、都市構造を構成する重要な要素の一つであり、その機能と配置については、都市

構造との整合を図る必要があります。そのため、中心部には「中枢的な行政機能」を、３つの区

域には「日常生活に必要となる行政窓口機能」をそれぞれ配置するとともに、まちづくりに必要

な機能との複合化や連携により、効率的・合理的で持続可能な行政機能の実現をめざします。 

図表 都市機能及び生活機能配置に係る階層性のイメージ 

※1 高次都市機能：全市的で高度な都市機能 

※2 副次都市機能：区域範囲の暮らしを支える都市機能
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（２）都市の構造化の構成 

①都市機能の階層 

１）都市機能集積誘導エリア（中心部） 

都市機能集積誘導エリア

（中心部）のゾーニング 

商業業務ゾーン、医療福祉ゾーン、行政ゾーン、文化芸術ゾーン、

交流連携ゾーン

【都市機能集積誘導エリア（中心部）の位置】 

都市機能集積誘導エリア（中心部）は、新たに市街地を開発するのではなく、既に一定のイン

フラ整備や都市機能の立地が進んでいる、市の広域拠点及び副拠点の中に位置する「柏原・氷上・

春日の３つの地域拠点」を結ぶエリアに位置付けます。 

【都市機能集積誘導エリア（中心部）の方向性】 

都市機能集積誘導エリア（中心部）には、行政・商業・医療福祉・文化芸術・観光などにおけ

る全市的で高度な都市機能の一定の集積、立地を図ります。 

都市機能を分散配置すると利便性等の効果が薄れることから、各分野の都市機能が集積するこ

とで利便性向上やコスト削減等の効果が発揮できるよう、既存の都市機能の集積状況を基盤とし

てゾーニングを行い、同じ分野の都市機能の立地誘導を図ります。 

都市機能集積誘導エリア（中心部）の範囲の全てに都市機能を集積していくものではなく、都

市施設の立地状況を踏まえて、既にある都市機能が持続的かつ有効的にその機能を発揮できるよ

うに、ゾーニングによりさらなる誘導を図りながら、緩やかに都市機能の強化を図っていくもの

です。 

用途地域制度などの都市計画制度や緑条例などを活用して、無秩序な土地利用を規制しながら、

周辺環境と調和した良好な市街地の形成に向けた誘導を図ります。 

ゾーン名称 ゾーン形成の方向性 

商業業務ゾーン

・稲継交差点を中心とする沿道市街地周辺を、まちの賑わいと活力を創出す

る「商業業務ゾーン」として位置付け、周辺市町も含めた広域的な集客力

を持つ大型商業施設等を核として、全市的な生活利便機能の充実、強化を

図ります。

医療福祉ゾーン

・JR 石生駅周辺から県立丹波医療センター周辺を、暮らしの安心を提供す

る「医療福祉ゾーン」として位置付け、地域医療の充実に向けて、全市的

な医療・福祉・保健機能等の充実、強化を図ります。 

行政ゾーン 

・柏原町柏原の中心市街地から丹波警察署までの沿道市街地周辺を、「行政

ゾーン」として位置付け、防災など県と市の連携強化が求められる新たな

行政課題等への対応が図れるように、公共的サービス機能の充実、強化を

図ります。 

文化芸術ゾーン

・植野記念美術館や中央図書館の周辺を、文化芸術の振興と発展を創出する

「文化芸術ゾーン」として位置付け、市民や来訪者が優れた文化芸術に気

軽に触れられる機会の創出、強化を図ります。 

交流連携ゾーン

・春日インターから丹波市役所春日庁舎（分庁舎）の周辺を、他地域との広

域交流を促進する「交流連携ゾーン」として位置付け、市内への誘客促進

に向けて、広域連携・観光振興機能の充実、強化を図ります。
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２）都市機能保全調整エリア（区域） 

都市機能保全調整エリア

（区域）のゾーニング 
生活関連サービス集積ゾーン

【都市機能保全調整エリア（区域）の位置】 

都市機能保全調整エリア（区域）は、３つの区域を位置付けます。 

【都市機能保全調整エリア（区域）の方向性】 

都市機能保全調整エリア（区域）は、中心部の都市機能を補完するとともに区域における生活

機能の維持・向上を図る役割を担うため、「生活関連サービス集積ゾーン」を配置します。 

生活関連サービス集積ゾーンにおいては、暮らしに必要な行政窓口・生活サービス・医療・福

祉機能や地域特性を活かした生業を支える機能等の維持、充実を図り、周辺地域も含めた生活機

能サービスを提供する役割を担います。 

ゾーン名称 ゾーン形成の方向性

西部区域の生活

関連サービス 

集積ゾーン 

・青垣住民センターを中心に、大学のラボやこれまで進めてきた商店街での

取組等と連携し、日常生活に必要不可欠な行政窓口機能や診療所、商業施

設などの生活利便機能が集積、維持されたサービス拠点機能を持つゾーン

の形成を図ります。 

・青垣地域の生活機能を支える日常生活圏の拠点としてだけでなく、中心部

に集積された都市機能の補完を図り、周辺地域も含めたまちの拠点として、

都市機能の維持を図ります。 

東部区域の生活

関連サービス 

集積ゾーン 

・市島支所を中心に、ライフピアいちじまとの機能連携を図りつつ、日常生

活に必要不可欠な行政窓口機能及び生活利便機能が集積、維持されたサー

ビス拠点機能を持つゾーンの形成を図ります。 

・市島地域の生活機能を支える日常生活圏の拠点としてだけでなく、中心部

に集積された都市機能の補完を図り、周辺地域も含めたまちの拠点として、

都市機能の維持を図ります。 

南部区域の生活

関連サービス 

集積ゾーン 

・小川地区の井原周辺に、山南支所における行政窓口機能や丹波竜の里の拠

点機能との連携を図りながら、商業施設などの生活利便機能の集積したゾ

ーンの形成を図ります。 

・山南地域の生活機能を支える日常生活圏の拠点としてだけでなく、中心部

に集積された都市機能の補完を図り、周辺地域も含めたまちの拠点として、

都市機能の維持を図ります。 
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②生活機能の階層 

１）日常生活圏 

日常生活圏 ６つの地域

歴史的なつながりの強い既存の集落や地区のまとまりである６つの地域の範囲（柏原・氷上・

青垣・春日・山南・市島）を、それぞれ、買物、医療、子育てなどの生活機能を支える「日常生

活圏」と位置付け、地域ごとにコンパクトで持続的な暮らしの形成を図ります。 

日常生活圏内は、生活交通であるデマンド（予約）型乗合タクシーの運行維持により、暮らし

の移動手段を確保します。 

２）市民協働拠点 

市民協働拠点 25地区の自治協議会の活動拠点 

25 地区の自治協議会の活動拠点を、自治会をはじめ多様な団体が集い、住民主体の地域づく

り活動を創出し実践を広げていく、市のまちづくりの根幹となる「市民協働拠点」と位置付け、

地区ごとの特性が活かされた地域づくりによって快適な暮らしの形成を図ります。 

市民協働拠点は、これまで行政が行ってきた市民サービスや生活に必要な商品サービスの提供

など、それぞれの地区の実情に応じた多様な生活支援サービスを提供する拠点としての役割を担

うとともに、人々の集いと交流、多様な情報発信の場として機能することをめざします。 

また、市民協働拠点においては、地域や地区での暮らしを支えるために、自治協議会の活動と

連携して、市民活動団体等が起業・創業やコミュニティビジネスの創出を支援するなど、移住・

定住・交流の促進にも寄与することをめざします。 

③都市機能、生活機能をつなぐ連携のイメージ 

１）都市機能連携の方向性 

都市機能集積誘導エリア内に一定集積された全市的な都市機能サービスを享受できるように、

自家用車だけでなく公共交通による便利で快適な交通体系の構築に向けて、交通ネットワークの

充実を図り、地域間や地区内を結ぶ連携軸の強化に取り組みます。 

２）既存の交通資源の有効活用 

既存の鉄道や路線バス、デマンド（予約）型乗合タクシーや普通タクシーなどの交通資源を有

効的かつニーズに応じて便利に利用ができるように、各交通資源の特性を活かした適材利用に向

けた取組を進め、市内を巡る周遊機能を維持することで、日常の移動手段としてだけでなく観光

客においても、「まちを巡る・まちを見る」楽しさが感じられる移動環境の構築を図ります。 

３）交通機関の連携強化と道路環境の充実 

生活交通手段であるデマンド（予約）型乗合タクシーによる日常生活圏の移動環境を維持しつ

つ、鉄道や路線バス、普通タクシーへの乗継、さらには、鉄道と路線バスとの乗継など、各交通

機関の連携強化による利便性の向上を図るとともに、市内外の移動を容易にするため道路環境の

充実を図り、利便性の高い移動環境の構築をめざします。 

４）広域交通網による他都市との連携交流 

鉄道や高速バス、高速道路や国・県道などの交通ネットワークを活用した広域連携軸により、

他都市との交流連携の強化を図ります。
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未来都市構造のイメージ図
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医療福祉ゾーン

商業業務ゾーン

現状 

・大規模商業施設の立地をはじめ、ロードサイド

には様々な商業・業務サービス施設が集積して

おり、県立丹波医療センターの開院により、関

連施設等の進出が予測されます。 

・整備した丹波市健康センターミルネに、市の保

健福祉機能が集約されています。 

・文化スポーツ施設である丹波年輪の里が立地し

ています。 

今後の方向 

・県立丹波医療センター及び丹波市健康センター

ミルネを中心とした医療福祉関連機能が集積し

た市街地の形成を図ります。 

現状 

・丹波市役所（本庁舎）や氷上住民センターが立地し、周辺

には中央図書館や植野記念美術館などの文化芸術施設が集

積しています。 

・スーパーや JA、信用金庫等の生活利便施設が立地してい

ます。 

・丹波市健康センターミルネの開設による保健センター機能

の移転に伴い、保健センターを活用した行政組織の再編を

予定しています。 

今後の方向 

・丹波市中心市街地活性化基本計画に基づき、まちの賑わい

を創出するとともに、既存の行政施設と連携強化しつつ、

公共的サービス機能が集積した市街地の形成を図ります。

今後の方向 

・氷上住民センター等も含めて既存の文化芸術施設を活用し

ながら、文化芸術機能が集積した市街地の形成を図ります。

現状 

・国や県の行政機関や丹波の森公苑などの文化スポーツ施

設、古い町なみが残る中心市街地内には、観光資源や多数

の商店の立地が見られ、鉄道利用者の玄関口として市内外

から多くの来訪者があります。 

・県立丹波医療センターの開院により、柏原赤十字病院及び

県立柏原病院の跡地が大規模な未利用地となります。 

・国道沿道の空閑地には、新たな商業施設などの建設があり、

民間事業者における開発意欲の持続が見られます。

行政ゾーン

ゾーニング図（中心部） 

文化芸術ゾーン

交流連携ゾーン

今後の方向 

・都市における活力の創出に向けて、さらなる商業・業務サービス

施設等の誘導を図り、賑わいある市街地の形成を図ります。 

現状 

・大規模商業施設の立地をはじめ、ロードサイドには様々な商業・

業務サービス施設が集積しています。 

・ロードサイドの空閑地には、新たな商業施設などの立地があり、

民間事業者における開発意欲の持続が見られます。 

・大規模商業施設内において、市民が主体的に行う公益的な活動の

拠点となる丹波市市民プラザを開設します。

現状 

・街中には丹波市役所春日庁舎（分庁舎）が立地しており、

敷地内には文化ホール、体育センターなどの公共施設が立

地し、周辺のロードサイドには商業施設が集積しています。

・分庁舎以外の公共施設は老朽化が進行しています。 

・鉄道駅、高速道路ＩＣが近くにあり、交通利便性が高く、

道の駅丹波おばあちゃんの里も立地しています。

今後の方向 

・ロードサイドの活用を図りつつ、舞鶴若狭自動車道、北近

畿豊岡自動車道の高速交通ネットワークや道の駅丹波おば

あちゃんの里を活用した広域連携・観光振興の拠点となる

市街地の形成を図ります。 
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現状 

・市役所青垣支所、住民セン

ター、診療所、金融機関、

スーパーなどの公共公益施

設が集積しています。 

・地域資源としては、街道筋

の町なみ、関西大学佐治ス

タジオ等があります。 

生活関連サービス 

集積ゾーン
西部区域 

ゾーニング図（３つの区域）

東部区域 

南部区域 

今後の方向 

・大学のラボやこれまで進め

てきた商店街での取組等と

連携し、市役所青垣支所に

おける行政窓口機能や診療

所、商業機能などの生活利

便機能が集積した市街地の

形成を図ります。 

今後の方向 

・市役所市島支所における行

政窓口機能とライフピアい

ちじまとの機能連携を図り

つつ、商業機能などの生活

利便機能が集積した市街地

の形成を図ります。

現状 

・市役所市島支所やＪＡ、

高齢者福祉施設など主要

な生活利便施設が集積し

ています。JR市島駅を擁

しています。 

・地域資源としては、三ツ塚

廃寺跡（国史跡）、市島恵

比須神社等があります。 

生活関連サービス 

集積ゾーン

現状 

・ＪＡ、スーパーなど主要

な生活利便施設が集積す

るほか、山南工業団地も

立地しています。 

・地域資源としては、旧友

井家住宅（国重文）等が

あります。 

今後の方向 

・市役所山南支所における

行政窓口機能や恐竜の里

としての拠点機能との連

携を図りながら、商業機

能などの生活利便機能が

集積した市街地の形成を

図ります。

生活関連サービス 

集積ゾーン
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５．行政機能のあり方 

（１）中心部における行政機能 

①統合庁舎の必要性 

現庁舎の耐用年数や大規模改修に要する費用、分庁舎方式による非効率性や経費のロス等の課

題を解決するため、近い将来において、行政機能が集約され、安全で経済的・合理的な行政運営

を可能とする統合庁舎の整備が必要となります。 

また、今後も進行する高齢化社会を見据えて、庁舎を訪れる全ての人が安全に、円滑かつ快適

に利用できるよう、周辺環境も含めてバリアフリー・ユニバーサルデザインへの対応が求められ

ます。 

②統合庁舎の役割 

これからの庁舎は、職員が行政事務を行い、各種市民サービスを提供する場というだけではな

く、下記に示すような多様な役割を担うことが期待されます。 

また、住民自治及び参画と協働のまちづくりの観点から、市民自らが日常的に集い活躍できる

場所、すなわち市民とともに市政を推進する、まちづくりの拠点となることが求められます。 

（これからの庁舎に期待される機能の例） 

・窓口業務を集約したワンストップサービスの導入による市民サービスのさらなる向上。 

・行政機能を一定集約することにより、高度化・多様化する行政課題に対応した質の高い、効率的・

効果的な行政運営。 

・近年多発する豪雨災害や今後想定される大地震等の大災害に備えて、災害対策本部としての耐震

性の確保、強靱なライフライン、応援・受援体制の整備など、市民の安全・安心を守る防災拠点

としての機能の確保。 

・市民ギャラリーや多目的スペースの導入、文化・スポーツ機能などの用途との複合化、銀行や店

舗などの民間サービス機能との複合化など、庁舎の多面的な利用を通じた交流の促進。 

・まちづくりへの参加を通じた市民の誇りやまちづくり意識の醸成。 

③位置 

庁舎の位置については、地方自治法第 4 条第 2 項において、「住民の利用に最も便利であるよ

うに、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な配慮を払わなければならない。」と定め

られています。 

また、未来都市構造との整合を図る視点から、市の中心部に立地し、他の都市機能との連携を

図ることで、新たなまちづくりの拠点として機能させるために、庁舎がどのような役割を担い、

庁舎がどのような機能を有するのかなど、統合庁舎の将来像を明確に示すことが求められます。 

そのため、適地の選定にあたっては、統合庁舎の将来像を踏まえた上で、都市機能の考え方に

照らして、次に示す点に留意し、多面的視点から比較検証を行い決定していく必要があります。 

■統合庁舎の位置に関する留意点 

・地方自治法の規定に則し、他の官公署の立地、周辺道路の環境、公共交通の結節点である鉄道駅

やバスターミナルからのアクセス 

・未来都市構造と整合した立地 ・国や県、他市町との連携 

・他の都市機能（都市施設）との連携 ・災害に対する安全性の高さ 

・庁舎及びその周辺環境の整備を含めた建築コスト ・周辺地域のまちづくりの進展への影響 

・市内及び市外からのアクセシビリティ（行きやすさ） ・丹波市らしい景観 

・まちづくりにおける庁舎の機能と役割        ・敷地の広さ、周辺地域の拡張性 など 
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④庁舎整備の財源 

庁舎整備に係る財源としては、2012年度に庁舎整備事業基金を創設し、積立を行っています。

庁舎整備には、この基金と一般単独事業債を活用することとなります。基金残高は、201８年度

末で約1６億2,800万円となっています。 

（２）庁舎の位置 

（２）３つの区域における行政機能 

①行政窓口機能の重要性 

生活に関する相談業務や災害対応などの市民の安全・安心に関わる業務は、身近な生活圏での

対応が求められることから、３つの区域の日常生活圏には「日常生活に必要となる行政窓口機能」

を配置します。 

また、行政組織の再編や業務の見直しによって、中心部以外における行政機能においても再編

や体制の見直しを行い、それに伴う施設・空間への余裕が生まれることが想定されます。施設の

空間的余裕を活用して、地域に求められる利便機能や魅力を高める機能などを新たに付加・導入

するなど、活用方策についても検討を行う必要があります。 

②行政窓口機能の役割 

行政窓口機能については、住民生活に密着した窓口サービス機能を維持することを重視すると

ともに、本庁機能との役割分担を考慮し検討を行う必要があります。 

また、「日常生活に必要となる行政窓口機能」と生活サービス、福祉、交流などの生活に関わる

機能との複合化を図ることで、単なる市民サービスを提供する場ではなく、地域活力の創出支援、

地域のまちづくりの促進などの効果が期待される場所としての施設整備を検討します。 

中心部の行政機能と連携しながらも自立した生活を支えるために、地域住民の活動を支援する

機能を併設するとともに、施設運営には住民自治組織やまちづくり団体等へ参画を促すなどによ

り、持続的な運営をめざすことも考えられます。 

③位置 

行政窓口機能の配置については、中心部に配置される統合庁舎の計画（行政組織、機能、位置

など）との関係が深いことから、統合庁舎の計画と一体的に検討を進めることとします。 

なお、未来都市構造との整合性の観点から、３つの区域ごとの生活関連サービス集積ゾーンと

の連携などにも配慮する必要があります。 

【中心部における行政機能のあり方】 

○行政機能が集約された統合庁舎は、市の中心部に配置します。 

○統合庁舎の整備により、現行政機能の持つ課題を解決するとともに、来庁者の交流や憩いの

空間確保、わかりやすい庁舎内案内表示、総合相談窓口の設置など、利用者の利便性の向上

を図ります。 

○職員や機能・設備等の集約化による経費の削減、行政需要の変化や行政改革の推進に伴う組

織・機構の改編に即応できるようになり、効率的で合理的な行政運営の実現をめざします。
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（３）庁舎等のあるべき姿（全体の将来像） 

未来都市構造を構築する一環として、中心部には「統合庁舎」を配置します。３つの区域には

「日常生活に必要となる行政窓口機能」を配置します。 

統合庁舎の位置並びに、行政窓口機能の配置とともに、それらの行政機能を補完する機能（例：

文化、スポーツ、交流、観光、防災等）を含めた公共施設等の配置を「庁舎等のあるべき姿（全

体の将来像）」として検討し確立します。 

【３つの区域における行政機能のあり方】 

○３つの区域には生活に身近な行政機能を担う行政窓口機能を配置します。 

○行政機能の集約化により生じる余剰スペースを活用した複合化により、行政窓口機能と連携

した生活サービス機能の強化を図り、将来的には地元の自治組織やまちづくり団体による運

営の可能性を模索するなど、持続可能なまちづくり拠点とすることが考えられます。 

（生活サービス、医療、福祉の機能、図書館、体育館、貸館、コンビニ、市民活動の場、産業

振興や移住促進などの支援機能、ＮＰＯ事務所等が同居するイメージ。） 

※例：青垣住民センターの複合化のイメージ 

【３つの区域における複合化のイメージ】 【複合化機能のイメージ】 

行政機能 

まちづく

りの窓口

まちづくり

の拠点 

将来の複合化施設 現在の分庁舎及び支所

行政窓口
機能 

生活 
サービス

コンビニ

医療 

福祉 

図書館

体育館

貸館 

行政窓口
機能 

図表 庁舎等の全体の将来像イメージ 

西部区域

地域拠点
東部区域

地域拠点

南部区域

地域拠点

統合庁舎

【現庁舎・支所の将来のあり方】 

○統合庁舎の整備と併せて各庁舎の活用については、それぞれの地域特性、統合庁舎との関係、

未来都市構造との整合等に照らして決定していきます。 

青垣支所 市島支所

柏原支所

山南支所

教育委員会

丹波市役所 春日庁舎

現在の分庁舎方式 将来の行政運営 
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第５章 まちづくりビジョンの実現に向けた施策の取組方向 

「まちづくりビジョン」の実現に向けて、関連する施策の取組方向について定めます。このた

め、未来都市構造を構成する重要な要素で市民生活に関連性の深い、８つの分野を設定していま

す。 

第 3 章で設定した、未来に向けたまちづくりの方針に基づき、分野ごとに詳細な『まちの姿』

と『暮らしの姿』を描いた上で、その実現に向けて８つの関連する分野の取組方向及び取組項目

を整理しています。 

今後、関連分野と連携・調整を図りながら、効率的・効果的に未来都市構造「まちづくりビジ

ョン」の実現に向けて取組を進めることとします。 

まちづくりビジョンがめざす『まちの姿』と『暮らしの姿』 

【まちの姿】 

市の中心部には、全市的な都市機能の一定の集

積が見られるとともに、それぞれの地域には、

自然・田園環境と調和したまちなみと日常生活

に必要な生活環境が維持され、全市的に都市機

能の役割分担が明確化されています。 

【暮らしの姿】 

市民は、夢と希望と誇りを持って住み慣れた地

域で暮らし続ける中で、必要な時には市の中心

部に出掛け、集積された都市機能サービスを手

に入れることができます。

関連施策の連携により、 

未来都市構造「まちづくりビジョン」の実現へ 

図表 関連分野の位置付け 

（１） 

公共交通と 

道路網 
（８） 

地域に 

根ざした生業

（６） 

地域自治の 

進展 

（２） 

行政機能の 

集約・再編 

（７） 

観光による 

地域振興 

（５） 

学校適正規模

・適正配置 

（３） 

地域包括ケア

システムの 

構築と推進 

（４） 

安全・安心の

機能確保 
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第4章「１．まちづくりの基本的な方向性」との関連性については、８つの分野の中で主とし

て機能性や効率性が重視されるものは「第1の方向性」に、主として個別性や充足性が重視され

るものは「第2の方向性」に、それぞれ関連するものとして位置付けます。 

【第１の方向性】 

市の中心部に都市機能の一定の

集積を進める都市デザイン 

【第２の方向性】 

住み慣れた地域に住み続ける

生活スタイル 

未来都市構造を構成する重要な要素で市民生活に関連性の深い分野 

公
共
交
通
と
道
路
網

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
と
推
進

学
校
適
正
規
模
・
適
正
配
置

行
政
機
能
の
集
約
・
再
編

地
域
自
治
の
進
展

観
光
に
よ
る
地
域
振
興

安
全
・
安
心
の
機
能
確
保

地
域
に
根
ざ
し
た
生
業

（主として、機能性や効率性が重視されるもの）

（主として、個別性や充足性が重視されるもの）

まちづくりの基本的な方向性

図表 関連分野の設定 

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７） （８）
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８つの関連する分野のまちの姿と暮らしの姿のイメージ 

（１）公共交通と道路網 

（２）行政機能の集約・再編 

全体のバランスを保ちながら

公共交通が充実 

効率的な行政運営 

質の高い市民サービスの提供

各種証明書の発行

身近な市民サービスの提供

デジタルでの

行政手続き
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（３）地域包括ケアシステムの構築と推進 

（４）安全・安心の機能確保 

健康づくりの活動
高度な 

二次医療

訪問による看護等

一次医療

充実した 

避難支援体制

防災のための基盤整備
迅速な避難の訓練
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８つの関連する分野のまちの姿と暮らしの姿のイメージ 

（５）学校適正規模・適正配置 

（６）地域自治の進展 

地域コミュニティの

場として利活用 
学校の統合

体験の場として利活用 カフェ・レストラン

として利活用 

市民活動の支援

住み慣れた地域での

安心した生活 

活発な地域づくり活動

市民プラザ 

自宅 

活動拠点 
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（７）観光による地域振興 

（８）地域に根ざした生業 

地域資源への観光案内

経営規模の拡大

６次産業化
新たなビジネス

の創出 
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（１）公共交通と道路網のあり方 

ｚ 

20 年後には・・・ 
・まちの中心部への移動手段は？
・市外からの誘客、市外へのお出
掛けは？ 
・道路や橋梁の維持管理は？ 

 市内の公共交通の利便性が高まっています。 

 市内外へのアクセスの向上が図られています。 

 計画的な道路や橋梁の補修、新たに広域道路の整備が
行われ、快適な道路環境が維持されています。 

●実現に向けた取組方向（主なもの） 

（１）中心部での取組 
○商業施設、県立丹波医療センター、公共施設、駅等を結ぶバス路線（巡回路線）の新設 
○既存のバス路線の延伸 

（２）区域や地域での取組 
○「山南地域（和田）方面～県立丹波医療センター」のバス路線の新設 
○鉄道や路線バスとデマンド（予約）型乗合タクシーとの重複路線見直し 

（３）その他（共通事項など） 
○鉄道、路線バス、デマンド（予約）型乗合タクシーの乗継連携の強化 
○駅や主要施設での待合環境の改善 
○道路橋梁の整備・維持管理計画の策定 

【取組項目一覧】 

県立丹波医療センターへの乗り入れバス路線の整備（山南地域から氷上地域） ／ 県立丹波医療センターへの乗り入れ
のための既存バス路線の延伸 ／ 中心部を巡回するバス路線の新設 ／ 福祉施策としての交通施策の再整備（おでか
けサポート・福祉タクシー券・バスカード） ／ ＪＲ福知山線複線化促進 ／鉄道駅周辺の利便性向上 ／ 公共交通

ネットワークの連携強化 ／  持続可能な交通ネットワークの構築（鉄道・路線バス・デマンド・高速バス・タクシー）
／ 検索システムの一元化 ／ 認定市道の路線見直し ／ 生活道路、法定外公共物の維持管理に係る地元(自治会等)
支援制度の再構築 ／ 道路整備計画の見直しによる整備・修繕対象市道、橋梁の絞り込み ／ 道路維持修繕体制の見

直し ／ 高齢者をはじめ運転免許を持たない方を対象とした配車サービスの実現 ／ 市民との協働による道路環境の
維持改善 

より詳細に見てみると・・ 

●暮らしの姿 ●まちの姿 

・市内の公共交通は、全体のバランスを保ち
ながら充実が進み、利用者が年々増加する
好循環が生まれています。 

・自動運転技術の進歩により、人手不足や経
営効率化などの課題に対応しています。 

・鉄道は、ダイヤが充実し、ICカード乗車券
（ICOCA）が市内全駅や周辺施設などで利
用されています。 

・路線バスは、路線や便数が充実し、それぞ
れの地域から中心部への移動や中心部の回
遊性が向上しています。運賃も下がってい
ます。 

・デマンド（予約）型乗合タクシーは、地域
内の交通弱者のニーズに合わせて利便性を
高めながら運行を継続しています。 

・普通タクシーや福祉タクシーも充実し、多
様なニーズに対応しています。 

・市の中心部とそれぞれの地域を結ぶ道路整
備や狭あい道路の拡幅整備が進み、渋滞緩
和や緊急車両の通行支障が解消され、安全
で快適な道路環境が整備されています。 

・MaaSなどを活用し、デマンド（予約）型
乗合タクシーや路線バス、鉄道といった公
共交通や普通タクシーなどの様々な交通手
段を使った個々人の移動が最適化され、移
動の利便性が大幅に高まっています。 
・県立丹波医療センターや商業施設などの都
市機能が集積されたエリアには、デマンド
（予約）型乗合タクシーや路線バス、鉄道
を乗り継いで出掛けています。 
・高齢者や障がいのある人達も様々な移動手
段を利用して、通院や買物に出掛けています。
・ 運転免許を持たない市民が安心して外出
し、社会参加をする機会が増えています。
また、市外から丹波市の魅力を求めて公共
交通を利用して、訪れる人が増えています。
・地域内外への移動手段として、公共交通と
自家用車の利用を使い分けされ、交通渋滞
の解消や高齢者の交通事故の減少、環境負
荷の軽減などにつながっています。 
・身近な道路は、市民みんなで維持管理をし
ていこうという取組が進んでいます。 

※取組項目一覧は、概ね20年後の2035年までに取り組むことが見込まれる事項について記載しているものです。 
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・公共交通に関するデータは第2章にも掲載しています。ここでは、それを補足するデータや資

料を掲載しています。

出典：第２次丹波市道路整備計画（2016.3）

※枠の青色は道路拡幅事業、緑色は歩道整備事業を示します。 

出典：市資料

図表 道路橋梁維持費の推移 

図表 道路整備計画プログラム（期間：2016 年度～2025 年度） 

＜関連するデータや資料＞ 

出典：第２次丹波市道路整備計画（2016.3）より作成

延長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

継続 着手
完了

（予定）
着手

完了
（予定）

継続

田路第３号線 - 柏原 650 9.25 継続 ○
●

2016

特19号線 - 氷上 1,200 9.25 継続 ○
○

（2020）

中央293号線 - 氷上 700 7.00 継続 ○
○

（2020）

春日栗柄線 - 春日 350 9.25 継続 ○
○

（2024）

井原岩屋線 - 山南 300 9.25 継続 ○
●

2016

山崎金屋線 - 山南 1,123 7.25 継続 ○
●

2016

上牧春日町線 - 市島 700 7.00 継続 ○
○

（2019）

兵庫県黒井川改修関連
JR西日本踏切改修

水道事業関連路線

事業 路線名
主な

役割・機能

事
業
中

地域
整備内容 継続

／
新規

前期（2016～2020年度） 後期（2021～2025年度） 兵庫県社会基盤整備
プログラムや市施策

との関連等

※道路整備計画プログラムより事業中事業のみ抜粋（完了済は●、完了予定は○）。

図表 道路整備計画図 
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（２）行政機能の集約・再編のあり方 

3331 

20 年後には・・・ 
・質の高い市民サービスを受ける
ことができる？ 
・公共施設の維持管理は適切？ 
・財政運営は健全？ 
・市民ニーズに対応した柔軟で適
切な組織体制になっている？ 
・将来の庁舎は？ 

 行政施設が集約再編され、ワンストップ窓口の設置な
ど市民サービスの向上が図られています。 

 限られた財源の中で市民の意向を踏まえて、保有施設
の最適化が図られています。 

 社会情勢の変化に対応して、財政健全性の維持、職員
の適正な定員管理・適正配置が図られています。 

 現庁舎の耐用年数を見据え、市のまちづくりの核とな
る統合庁舎が整備されています。 

●実現に向けた取組方向（主なもの） 

（１）中心部での取組 
○「まちづくりビジョン」で示すゾーニング配置との整合を図り、公共施設の集約・再編 
○統合庁舎を市の中心部に位置付けたゾーニング内に整備（行政機能の一定の集約、効率的・
効果的な行政運営、質の高い市民サービスの提供） 

（２）区域や地域での取組 
○市民生活に身近な市民サービスを提供できる仕組みの検討 
○中心部と連携しながらも、それぞれの地域の自立したまちづくりに向けた協働と参画の拠点
を配置 
○行政窓口機能と図書館や貸館機能などの複合化による新たな拠点施設の整備 

【取組項目一覧】 

窓口業務の取り扱い範囲と業務内容整理 ／ 窓口サービスの委託 ／ ユニバーサルデザインの充実 ／ 公共施設の

あり方の検討 ／ 公共施設のあり方検討に基づく再編の実施 ／ 空き施設の有効活用 ／ 廃止施設の解体 ／ 各

種機能の複合化 ／ 予算の収支均衡 ／ 合併算定替終了時を見据えたさらなる行財政効率化の推進 ／ 合併特例事

業に伴う後年度公債費負担への対応 ／ 公共施設の維持管理・更新経費の負担の最適化 ／ 財政健全化や行財政効率

化と都市機能の一定集約 ／ 組織機構の見直し ／ 支所業務の本庁集約に向けた協議調整 ／ 統合庁舎整備の市民

合意 ／ 統合庁舎整備内容の検討 ／ 庁舎周辺のまちづくり（ハード面） 

より詳細に見てみると・・ 

●まちの姿 ●暮らしの姿 

・中心部と各区域の行政機能を使い分け、市
民生活に必要な手続きを済ませる（課題を
解決する）ことができ、市民の暮らしが向
上しています。 

・統合庁舎では、総合窓口により関連する手
続きを一度に済ませています。また、生活・
健康・福祉・教育・商工観光・農林・環境
など専門的な相談も行っています。 

・各種証明書の交付サービスは、居住地近く
のコンビニエンスストアなどで、簡易な行
政手続きは各区域に配置された複合施設で
済ませています。さらに、行政のデジタル
化と手続きの簡素化が進み、自宅にいなが
らスマートフォンなどでも各種手続きを済
ませることができます。 

・公共施設の多機能化（集約化・複合化）に
より利便性が向上し、一箇所で様々なサー
ビスの提供を受けることができます。 

・将来のまちづくりと併せて庁舎のあり方が
検討され、中心部（最適ゾーン）内に統合
庁舎が整備されています。 

・各区域の生活関連サービス集積ゾーン内に
は、商店などの生活利便機能とともに、市
民生活に必要不可欠な行政窓口機能を含む
複合施設が整備されています。 

・公共施設の統合・廃止・複合化等が計画的
に進められ、財政状況も健全な状態で推移
しています。 

・行財政の効率化が進み、限られた経営資源
を有効に活用し、社会情勢の変化や市民ニ
ーズに柔軟に対応できる組織体制が構築さ
れています。 

・行政機能の集約によって生じた空き施設や
空きスペースは、NPO団体・民間事業者や
市民団体などにより、新しい役割を持った
施設・機能として有効活用されています。 

※取組項目一覧は、概ね20年後の2035年までに取り組むことが見込まれる事項について記載しているものです。 
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・行政機能に関するデータは第2章にも掲載しています。ここでは、それを補足するデータや資

料を掲載しています。

図表 組織の配置状況（2019 年４月１日時点） 

図表 合併以降に新庁舎を整備した他市の事例 

出典：市資料

＜関連するデータや資料＞ 

庁舎名 組織名 

丹波市役所 
（本庁舎） 

【未来都市創造部】都市創造課 
【企画総務部】総合政策課、ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ推進室、行政経営課、総務課、職員課 
【まちづくり部】氷上支所 
【財政部】財政課、税務課 
【入札検査部】入札検査室 
【生活環境部】市民課、環境課、くらしの安全課 
【会計課】 
【議会事務局】 

春日庁舎 
（分庁舎） 

【まちづくり部】春日支所   
【福祉部】社会福祉課、介護保険課、障がい福祉課、地域包括支援課（7 月からミル

ネへ） 
【産業経済部】農業振興課、農林整備課、新産業創造課 
【建設部】道路整備課、河川整備課、住まいづくり課、公営住宅・開発指導課、 

下水道課、施設建築課 
【農業委員会事務局】 

柏原支所 
【まちづくり部】柏原支所 
【水道部】経営企画課、工務課、お客様センター 

青垣住民センター 【まちづくり部】青垣支所 

山南支所 
【まちづくり部】山南支所 
【産業経済部】観光課、観光拠点整備室、恐竜課 
【教育委員会】教育総務課、学事課、学校教育課、子育て支援課、文化財課 

市島支所 【まちづくり部】市島支所、復興推進室 

氷上住民センター 【まちづくり部】市民活動課、人権啓発センター 

氷上勤労青少年ホーム 【監査委員事務局】 

氷上保健センター 【健康部】健康課（7月からミルネへ）、地域医療課（7月からミルネへ） 

春日住民センター 【まちづくり部】文化・スポーツ課 

自治体 合併状況 竣工年 新庁舎整備に至った理由 

南あわじ市

2005年 1月 11日 
新設 4 町  
[三原郡緑町、西淡町、三原町、
南淡町] 

2015年 

・耐震性の問題 
・行政機能の分散 

豊岡市 

2005年 4月 1日 
新設 6 市町  
[豊岡市、城崎郡城崎町、 
竹野町、日高町、 
出石郡出石町、但東町] 

2014年 

・施設、設備の老朽化による維持管理費の増加 
・耐震性の問題 
・ユニバーサルデザインへの対応 
・施設の狭小化、執務室の柔軟性不足 
・駐車スペースの不足 

朝来市 

2005年 4月 1日 
新設 4 町  
[朝来郡生野町、和田山町、 
山東町、朝来町] 

2016年 

・施設、設備の老朽化 
・庁舎の狭隘化 
・ユニバーサルデザインへの対応 
・耐震性の問題 

西脇市 

2005年 10月1日 
新設 2 市町  
[西脇市、多可郡黒田庄町] 

2021年 
予定 

・施設の老朽化、耐震性の問題 
・施設の狭小化 
・利便性、市民サービス向上 
・省エネ、バリアフリーへの対応 

洲本市 
2006年 2月 11日 
新設 2 市町   
[洲本市、津名郡五色町] 

2017年 

・耐震性の問題 
・行政機能の分散 
・中心市街地活性化 

加東市 

2006年 3月 20日 
新設 3 町  
[加東郡社町、滝野町、東条町]

2014年 

・分庁方式による行政運営と維持管理費の課題 
・多様化する市民ニーズや地方分権の推進による
業務の増大 
・迅速で的確なサービスの提供 
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（３）地域包括ケアシステムの構築と推進のあり方 

 県立丹波医療センター及び丹波市健康センターミルネ
周辺を「医療福祉ゾーン」として、医療や福祉などの
関連産業の集積と発展が見られます。 

 県立丹波医療センターと丹波市健康センターミルネ及
び福祉関連機関の機能連携により、医療と福祉・介護
サービスへの連携体制が整っています。 

 誰もが役割を持ち孤立せずに自分らしい生活を送って
います。 

●実現に向けた取組方向（主なもの） 

（１）中心部での取組 
○基幹型地域包括支援センターの拠点化と市内3ヶ所の地域包括支援センターとの連携の強化
○丹波市健康センターミルネに設置した診療所及び訪問看護ステーションの拠点化、及び県立
丹波医療センターや病院、診療所との連携の強化 
○県立丹波医療センターと丹波市健康センターミルネとの連携の強化 

（２）区域や地域での取組 
○地域包括支援センターの拠点化と小学校区などの身近な地域によろずおせっかい相談所の設
置 
○県立丹波医療センターや市内病院、診療所との連携強化、在宅診療体制の整備 
○障害者相談支援事業所と地域包括支援センターとの連携の強化 

【取組項目一覧】 
基幹型地域包括支援センターの設置 ／ 権利擁護センターの設置 ／ よろずおせっかい相談所の設置 ／ 医療介護

情報連携システム構築後の運用 ／ 予防と医療の連携 ／ 高齢者住宅の確保 ／ 生活支援サービスの充実 ／ 地
域包括ケアシステムの構築 ／ 丹波市ミルネ診療所及び丹波市ミルネ訪問看護ステーションの経営安定 ／ 訪問診療
及び訪問看護サービスの充実 ／ 障害者相談支援事業所及び地域包括支援センターと医療の連携 ／ 丹波市独自の療

育支援体制の確立 

●まちの姿 ●暮らしの姿 

より詳細に見てみると・・ 

・住まい・医療・介護・予防・生活支援が一
体的に提供される丹波市版地域包括ケアシ
ステムの構築により、住み慣れた地域で安
心して自分らしい暮らしを生涯続けられる
ようになっています。 

・高齢者は、地域で根付いた住民主体の「い
きいき百歳体操」、「口腔体操」などの活動
に参加し健康な生活を送っています。また、
公共交通の利用により歩く機会が増え、健
康寿命が年々伸びています。 

・健康に不安を抱える高齢者は、訪問看護や
訪問診療、遠隔診療等によって健康管理を
行っています。サービス付き高齢者向け住
宅で暮らす高齢者も増えています。 

・社会福祉法人や自治協議会の活動拠点に設置
されている「よろずおせっかい相談所」、「よ
ろずおせっかい相談所サテライト」が、地域
住民の困りごとの相談窓口として活用され、
地域と福祉行政が一体となって、生活課題に
対応する仕組みが構築されています。 

20 年後には・・・ 
・地域と一体となった安心した
暮らしを支える仕組みは？

・医療と福祉、介護の連携は？ 
・地域を共に創っていく社会の
実現は？ 

・県立丹波医療センターと丹波市健康センタ
ーミルネは、地域包括ケアの拠点施設とし
て機能しています。 

・県立丹波医療センターと丹波市健康センタ
ーミルネ周辺一帯を医療福祉ゾーンとして、
関連する産業・商業の集積が見られ、地域
経済の活性化と雇用の創出の場となってい
ます。 

・丹波市医療介護情報連携システムで構築さ
れた予防・医療・介護・福祉サービスを利
用し、かかりつけ医の一次医療を受け、県
立丹波医療センターでは、高度な二次医療
が受けられる体制が整っています。 

・訪問診療に力を入れる診療所の増加により、
診療所と連携した訪問看護サービスを行う
事業所が増えています。 

※取組項目一覧は、概ね20年後の2035年までに取り組むことが見込まれる事項について記載しているものです。 
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図表 地域包括支援センターの圏域区分 

東部圏域 春日地域、市島地域 東部地域包括支援センター（ハートフルかすが内） 

西部圏域 氷上地域、青垣地域 西部地域包括支援センター（大塚病院内） 

南部圏域 柏原地域、山南地域 南部地域包括支援センター（山南福祉センター内） 

出典：市資料 

図表 圏域ごとの高齢者・高齢世帯の状況 

圏域名 
人口 世帯数 

65 歳以上実質

独居高齢者数 

２人以上の 

高齢者のみの

世帯数 

高齢者数 

（高齢化率）

人 人（％） 世帯 人 世帯 

東部 20,172
7,046

（34.9）
7,879 704 1,021

西部 24,014
7,640

（31.8）
9,013 780 1,003

南部 21,624
6,620

（30.6）
8,578 812 954

市全域 65,810
21,306

（32.4）
25,470 2,296 2,978

出典：丹波市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画（2018.3）

図表 介護予防・生活支援に係る拠点の配置状況 

区分 圏域 地域包括支援センター 
権利擁護 

相談・日常生活の支援 

中心部 全市 基幹型地域包括支援センター 権利擁護センター（検討中）

区域 

圏域 

東部圏域 

西部圏域 

南部圏域 

地域包括支援センター 

東部（ハートフルかすが内）

西部（大塚病院内） 

南部（山南福祉センター内）

よろずおせっかい支縁セン

ター（丹波市社会福祉協議会：

柏原、氷上、春日の各支所）

地域 ６地域 在宅介護支援センター（６地域）
よろずおせっかい相談所 

（17法人26箇所）

地区 小学校区（25校区）

よろずおせっかい相談所サ

テライト 

（身近な相談場所として、25

箇所予定）

出典：市資料 

図表 医療・障がい者支援に係る拠点の配置状況 

区分 医療に係る拠点 相談に係る拠点 

中心部

二次

医療
県立丹波医療センター 

基幹相談支援センター（社会福祉法人 みつみ福祉会）

障害者虐待防止センター（福祉部内） 一次

医療

丹波市ミルネ診療所 

民間診療所 

中心部

以外 

二次

医療
大塚病院 

丹波市社協相談支援事業所（ハートフルかすが）

障害者相談支援センター小鹿（香良病院）一次

医療

国民健康保険青垣診療所 

民間診療所 

出典：市資料

＜関連するデータや資料＞ 
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（４）安全・安心の機能確保のあり方 

 災害に備え、行政だけでなく事業者や市民一人ひと
りが、協力し助け合う備えができています。 

 治水対策によって、河川の氾濫や内水による浸水被
害のリスクが減少しています。 

 最大限に消防資源の有効活用が図られ、安全・安心
な消防体制が構築されています。 

 社会環境の変化に対応した開発指導要綱の改正によ
り、無秩序な開発を防止し、良好な地域環境の形成
が図られています。 

 長期的な視点から下水道施設の統合・更新が計画的
に行われています。 

●実現に向けた取組方向（主なもの） 

（１）中心部での取組 
○内水対策など防災機能の充実・強化 
○消防サービスの地域バランスを整えるための消防拠点機能の整備 

（２）区域や地域での取組 
○災害時・非常時における市内各地への現場到達時間の平準化を考慮した署所の配置 
○「丹波市復興プラン」に基づく復興の知恵の共有化、地域主体の地区防災計画の作成、防災訓
練の実施等の支援 
○小規模自治会の自主防災組織の組織化の検討、自主防災組織の組織力向上の支援 

【取組項目一覧】 
災害予防活動の充実 ／ 防火・防災意識の向上 ／ 消防施設及び水利の充実 ／ 避難所の環境設備の充実 ／ 床上

浸水被害発生箇所の対策実施 ／ 総合治水の取組の推進 ／ 河川改修事業費の予算確保 ／ 救急の均衡化 ／ 消防
力の増強 ／ 広域化と消防指令業務の共同運用 ／ 消防庁舎の更新と署所の適正配置 ／ 丹波市開発指導要綱の改正
／ 各公園の遊具維持管理整備計画の策定 ／ 丹波市開発指導要綱の条例化 ／ 各自治協議会単位の土地利用計画の策

定（県緑条例に基づく地区整備計画の策定） ／ 丹波市下水道中期ビジョン（施設統廃合の事業促進）

より詳細に見てみると・・ 

●まちの姿 ●暮らしの姿 

・消防団の団員数は減少傾向にあるものの、消
防本部との連携強化により、これまでと同等
以上の消防力の維持・向上が図られています。
・市民の防火・防災に対する意識の向上と自
主防災組織の成熟により、市民による迅速
で的確な対応と消防団・消防本部等との連
携が図られ、市民の安全が守られています。
・大雨による浸水対策として、河川改修や一
時貯留施設の整備、流域対策の計画的な推
進などの総合的な取組により、治水安全度
が向上し、床上浸水被害の発生が抑えられ
ています。 
・消防本部では庁舎の更新を機会に署所の再
配置を行い、現場到着時間の短縮が図られ
ています。 
・上下水道事業では、処理施設の統合など経営
の合理化により、安定したサービスが維持さ
れています。 
・都市計画に基づき、適正な開発指導・建築
物の規制と誘導を図ることで、効率的・機
能的な市街地の形成、農地や山林の無秩序
な開発の抑制につながり、自然環境の保全、
市域の均衡ある発展が図られています。 

・自主防災組織と福祉関係者など様々な関係
機関との連携強化により、福祉避難所の設
置や避難支援体制の充実が進み、災害時に
援助が必要な市民も日々の暮らしを安心し
て送ることができています。 
・有事の際に自主防災組織が有効に機能する
ことにより、応急的な救助活動や要援護者
の避難誘導等がスムーズに行えるよう、定
期的に体制の確認や訓練が行われています。

・自然災害に対する備えが充実し、市民の生活
環境の安全性と利便性が守られています。 
・火災や傷病発生時の迅速な対応により、市
民の生命と財産が守られています。 
・安全な水の提供と安定した生活排水処理に
より、市民は快適な生活を送ることができ
ています。 
・新しい都市構造の考え方が示され、市民や
事業者はそれぞれの目的に応じて、暮らし
方や立地を選択することで、効率的で快適
な市民生活につながっています。 

20 年後には・・・ 
・地域の防災力を高め、安全・
安心な暮らしを守るには？ 

・災害に備えたまちの基盤整備
は？ 
・消防・防災体制の充実は？ 
・自然環境と調和した快適で魅
力あるまちづくりは？ 

・長期的に安定した上下水道事
業のためには？ 

※取組項目一覧は、概ね20年後の2035年までに取り組むことが見込まれる事項について記載しているものです。 
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図表 自主防災組織率の推移 

出典：市資料 

図表 2018 年度の自主防災組織率（地域別） 

柏原 

地域 

氷上 

地域 

青垣 

地域 

春日 

地域 

山南 

地域 

市島 

地域 
合計 

自治会数 27 69 47 48 55 53 299

組織数 20 55 24 34 48 50 231

組織率（％） 74.1 79.7 51.1 70.8 87.3 94.3 77.3

出典：市資料 

図表 地域別の開発許可件数の推移 

※2018年は２月時点の数値

出典：市資料 

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 合計

全市 24 28 23 43 24 6 148

柏原地域 3 6 5 7 4 0 25

氷上地域 10 8 3 21 12 2 56

青垣地域 1 1 1 0 0 0 3

春日地域 4 7 4 5 5 3 28

山南地域 5 3 5 3 0 0 16

市島地域 1 3 5 7 3 1 20

＜関連するデータや資料＞ 

・丹波市開発指導要綱においては、一定規模以上の開発を行う開発事業者に対して、

市の諸計画、地域環境との整合を図りつつ市民生活の安全性や利便性に資するため、

適切な排水施設を整備する、また、放流先の排水能力から必要と判断される場合は、

雨水浸透施設及び一時雨水貯留施設など雨水流出抑制の対策を講じるように指導を

行っています。 

・開発面積が１ha を超える場合は、兵庫県総合治水条例に基づき調整池を設置する

ことが義務づけられています。 
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（５）学校適正規模・適正配置のあり方 

20 年後には・・・ 
・子どもたちの教育環境は？ 
・幼児教育・保育のあり方は？ 
・廃校の利活用は？ 

 児童生徒の教育環境を第一に考えて、学校の適正規
模・適正配置を行っています。 

 地域の実態を考慮しつつ適正規模の認定こども園に集
約し、質の高い幼児教育・保育を受けることができま
す。 

 廃校は、地域による活用、民間活用が進み、新たな地
域のシンボルとして生まれ変わっています。 

●実現に向けた取組方向（主なもの） 

（１）学校配置に関する取組 
○各地域の人口推移を見込み、適切な時期に適正規模・適正配置を考慮した集約についての地域
合意 
○長期的には、地域の人口動向、都市構造（交通体系）を勘案した検討の実施 
○スクールバスと公共交通の役割分担による効率的・効果的な通学環境の確立 

（２）幼児教育・保育施設に関する取組 
○長期的には、地域の人口動向を見極め、地域枠にとらわれない適正配置の検討 

【取組項目一覧】 

山南中学校・和田中学校の統合 ／ 市島地域５小学校の統合 ／ 地域の人口動向や教育環境の変化を勘案した小学校

の適正規模・適正配置の検討 ／ 認定こども園の統合協議 ／ 小学校統合に合わせたアフタースクールの設置検討 ／

廃校施設の利活用の検討 ／ 避難所の確保 ／ 廃校施設の利活用  ／  廃校施設の譲渡 ／ 廃校施設の解体 ／

廃校施設の処分 

より詳細に見てみると・・ 

●まちの姿 ●暮らしの姿 

・学校は、地域の中で望ましい適正な配置が
進んでいます。 

・統合された学校に通学する子どもたちの通
学の安全性や快適性を確保するために、ス
クールバスや公共交通が充実しています。 

・全ての小中学校に設置された学校運営協議
会を中心に、家庭、地域、学校それぞれの
役割に応じた活動が活発に展開されていま
す。 

・認定こども園やアフタースクールなどの体
制がさらに充実し、幼児教育・保育も充実
しています。 

・廃校施設の利活用方策についての議論が進
められ、地域の理解が得られる中で、生涯
学習施設や民間活用施設として、廃校後、
速やかに利活用が図られています。 

・住み慣れた地域の中で、生き生きと活動す
る子どもたちの姿が見られます。 

・充実した教育環境の中で、子どもたちは、
知力、実践力に加えて、同級生や上下級生
の交流を通じて、コミュニケーション力を
育んでいます。 

・学校区では、それぞれの学校が地域活動の
拠点となって、様々な交流やコミュニティ
活動が行われています。 

・幼児教育・保育環境の充実により、質の高
い教育・保育を受けることができています。
また、子育て環境の充実により、女性の活
躍が進んでいます。 

・地域住民自らが、廃校に新たな付加価値を
見出し、地域コミュニティの核として利活
用を図っています。 

・廃校活用により地域における雇用の場が創
出されるとともに、廃校活用事業者と地域
住民の想いがリンクして、地域の人々が集
える場所として新たに活用されています。 

※取組項目一覧は、概ね20年後の2035年までに取り組むことが見込まれる事項について記載しているものです。 
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図表 児童生徒数の推移 

出典：市資料 

図表 15 歳未満人口の将来推計 

出典：国立社会保障・人口問題研究所 

図表 小中学校の施設現況 

出典：丹波市公共施設等総合管理計画（2017.2）より作成

＜関連するデータや資料＞ 
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（㎡）

20 年後に耐用年数を

超える施設

1960 年 1970 年 1980 年 1990 年 2000 年 2010 年 2020 年

（建築年）

（
面
積
）

(人)
区分 地域 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

小学校 柏原地域 636 618 610 577 557 549
児童数 山南地域 557 527 506 500 491 485

氷上地域 1,057 1,044 983 961 950 960
青垣地域 301 278 274 272 279 291
市島地域 506 489 460 429 412 407
春日地域 605 590 585 571 560 554

計 3,662 3,546 3,418 3,310 3,249 3,246
中学校 柏原地域 314 322 314 313 317 308
生徒数 山南地域 364 339 315 298 284 254

氷上地域 593 589 593 563 557 506
青垣地域 208 217 197 165 130 125
市島地域 300 291 281 262 263 238
春日地域 290 281 291 289 289 289

計 2,069 2,039 1,991 1,890 1,840 1,720
5,731 5,585 5,409 5,200 5,089 4,966合計
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（６）地域自治の進展のあり方 

20 年後には・・・ 
・地域課題は誰が対応している？ 
・市民活動は活発に展開されてい
る？ 
・地域の中で誰もが自分らしく生
活を送れている？ 

●実現に向けた取組方向（主なもの） 

（１）中心部での取組 
○2019年10月に開設した丹波市市民プラザの拠点化 
（担い手や中間支援人材の育成、市民活動団体の支援、起業や事業支援、地域づくり情報の集
積、市民活動団体・自治協議会・事業者等との連携等の推進） 

（２）区域や地域での取組 
○各地域に所在する福祉センターのあり方（整理統合）の検討、必要なセンターの維持 
○25の自治協議会とその拠点の機能の充実 
○住民自治組織の役割・位置付け・制度の整理検討 
○「丹波市自治基本条例」で示されている参画と協働の理念に基づく住民自治や地域活動、組
織運営等の再考 

【取組項目一覧】 

自治協議会の組織運営の確立 ／ 自治協議会の活動の整理 ／ 地域における中間支援人材の育成 ／ 地域づくり交

付金制度の見直し ／ 自治協議会の財源の確保 ／ 丹波市市民プラザの設置・運営、市民活動支援センター機能の確

立 ／ 中間支援を担う人材・組織の育成 ／ 市民活動団体のネットワークの強化 ／ ソーシャルビジネス・コミュ

ニティビジネスへの支援 ／ 市民活動への参加機会の充実 ／ 住民自治活動と市民活動の交流・連携の促進 ／ 福

祉センター・老人福祉センターの今後のあり方の検討 ／ 施設使用団体との協議、合意 ／ 活動拠点における地域福

祉活動の推進 ／ 福祉センター・老人福祉センターの今後のあり方の検討に基づく整備計画の実施 

 自治協議会が行政や多様な団体と連携しながら新たな
地域課題に対応しています。 

 丹波市市民プラザでは、中間支援団体や市民活動団体
の育成と連携活動に取り組んでいます。 

 地域の人々の結びつきや助け合いの中で、住み慣れた
地域で住み続けられる環境が整っています。 

より詳細に見てみると・・ 

●まちの姿 ●暮らしの姿 

・「丹波市自治協議会のあり方懇話会」におけ
る議論の結果、より良い住民自治組織の運営
や活動に向けて、市民と行政が共通認識を持
ち、進むべき方向性が明確になっています。

・自治協議会や多様な団体が協働し、行政か
らの必要な支援を受けながら、地域の様々
な課題の解決が図られています。 

・市民活動支援センターの充実により、自治
協議会やボランティア団体、NPO団体など
の活動が活発になり、組織の強化や連携が
進んでいます。 

・市民活動支援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、丹波市
市民プラザには新しい機能が順次集約され、
機能強化により多様な活躍市民の増加につ
ながり、個人や各種団体の地域づくり活動
や市民活動が活発化しています。 

・自治協議会や自治会においては、見守り活
動や買物代行、配食サービスなど、地域課
題に応じた様々な活動が展開され、市民は
住み慣れた地域で安心して快適に暮らすこ
とができています。 

・市民と市民活動団体等が協働し、多様な地
域づくり活動や様々なテーマでの市民活動
が展開され、暮らしやすさの向上とともに、
活躍市民が増えています。 

・ 地域では人口減少の課題があるものの、自
治協議会を協議の場として団体や個人が参
画し、地域の特性を活かした取組が進んで
います。 

・市民活動の浸透は、市民一人ひとりの郷土
への愛着と誇りを醸成し、積極的かつ主体
的に活躍する市民が増えることによる好循
環が生まれています。 

※取組項目一覧は、概ね20年後の2035年までに取り組むことが見込まれる事項について記載しているものです。 
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・地域自治に関するデータは第2章にも掲載しています。ここでは、それを補足するデータや資

料を掲載しています。

図表 市内に主たる事務所を置くＮＰＯ法人の 2016 年度事業規模（経常費用計） 
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柏原自治協議会（7,754人）

新井自治協議会（2,194人）

中央地区自治振興会（4,409人）

生郷自治振興会（4,613人）

葛野報徳自治振興会（2,333人）

沼貫地区自治振興会（2,586人）

幸世自治振興会（3,758人）

佐治地域自治協議会（2,122人）

芦田自治振興会（1,646人）

（一財）神楽自治振興会（1,338人）

遠阪自治協議会（979人）

黒井地区自治協議会（3,419人）

春日部地区自治協議会（2,063人）

大路地区自治協議会（2,078人）

国領地区自治協議会（2,158人）

船城地区自治協議会（1,311人）

上久下地域自治協議会（1,378人）

久下自治振興会（3,196人）

小川地区自治振興会（2,277人）

ふるさと和田振興会（4,560人）

竹田地区自治振興会（2,355人）

前山地区自治振興会（1,368人）

吉見地区自治振興会（2,069人）

鴨庄地区自治振興会（1,379人）

美和地区自治振興会（1,693人）

年少人口割合

（0～14歳）

生産年齢人口割合

（15～64歳）

老年人口割合

（65歳以上）

（ ）内 人口

＜関連するデータや資料＞ 

図表 自治協議会の人口、年齢別状況（2018 年 5 月 31 日時点） 

出典：丹波市自治協議会のあり方懇話会中間報告書（2019.3）より作成

出典：兵庫県資料
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（７）観光による地域振興のあり方 

20 年後には・・・ 
・観光振興は、どこで、誰が担う？
・空き家は有効活用され、新たな市
の資源となっている？ 
・丹波市の魅力は広く周知されてい
る？ 
・週末や休日の余暇の過ごし方は充
実している？ 

 新たな観光資源の整備や再発見により、観光振興と関
連産業の成長が見られます。 

 空き家は、適切な管理のもと、Ｕ・Ｉターン者を引き
付ける新たな市の資源となっています。 

 市一体で取り組むシティプロモーションにより、市の
魅力が伝播され多くの丹波ファンの来丹が見られます。

●実現に向けた取組方向（主なもの） 

（１）中心部での取組 
○観光振興の拠点の整備『道の駅丹波おばあちゃんの里の再整備』 
（自動車利用者の玄関口である春日インターチェンジ周辺に位置する道の駅丹波おばあちゃん
の里のハード・ソフト両面の整備・機能の充実、ゲイトウェイとして市内外の情報発信の強
化、周遊性の向上） 

（２）区域や地域での取組 
○地域特性を活かした体験メニューの強化 
○観光振興の拠点や道の駅、観光案内所等との情報交流、ネットワークの強化 
○鉄道駅、観光施設、道の駅、観光案内所等において貸出し可能なレンタサイクルの整備 
○丹波竜化石工房「ちーたんの館」の機能拡充、丹波竜の里公園の充実 

【取組項目一覧】 
観光振興の拠点の整備 ／ 体験メニューの強化 ／ 地域内バスネットワークを補完する端末交通の充実・強化 ／ 丹

波竜化石工房「ちーたんの館」の機能拡充・丹波竜の里づくり ／ 観光施設の整備・充実（公園等） ／ 古民家の活
用 ／ ＤＭＯによる戦略的な観光振興 ／ 丹波三宝など特産品のブランド化 ／ 効果的な観光情報の発信 ／ 「お
もてなしの心」の醸成 ／ 公共交通アクセスの充実 ／ エリアマネジメントを行うビークルの育成 ／ 空き家活用

に関する官民連携の仕組みづくり ／ 本市の農産物のブランド力を観光に活かす ／ 市民参画によるシティプロモー
ションの定着 ／ 地域経済への好影響の波及 

より詳細に見てみると・・

●まちの姿 ●暮らしの姿 

・市の中心部に観光振興の拠点が整備されて
います。 

・地域資源を活かした観光関連施設が地域の
都市機能の一つとなっています。観光産業
が地域経済の発展と雇用の創出につながり、
基幹産業の一つとして成長しています。 

・新たに整備された観光施設と既存の観光施
設のネットワーク化により、日帰りや滞在
型の周遊モデルが整い、多くの観光客の訪
問が地域経済の活性化につながっています。

・各地域でエリアマネジメントが展開され、
地域の特色ある魅力を求めて、観光客が増
加しています。 

・丹波市が「行ってみたい」、「買ってみたい」、
「交流したい」、「住んでみたい」、「活躍した
い」まちとして全国から注目されています。 

・公園施設など子どもたちが遊べる場所や週
末や休日を楽しめる施設や機能が充実して
います。 

・恐竜化石、かたくりやもみじの名所、本州
一低い谷中中央分水界「水分れ」や黒井城
跡、スカイスポーツ、丹波栗、丹波黒大豆、
丹波大納言小豆など、元々ある貴重で豊富
な地域資源にさらに磨きをかけることで観
光客を魅了しています。 

・観光を生業とするＮＰＯ団体や民間事業者
が増え、6 次産業とも連携した観光関連産
業で働く人が増えています。 

・観光に携わる人々の笑顔とおもてなしの心
が市内に溢れています。 

・空き家や古民家を活用して、宿泊施設やレ
ストラン、カフェ、シェアオフィスやコワ
ーキングスペースなどを起業する市民や
U・I ターン者が増えています。 

・誇るべき地域資源が明確になり、地域住民あ
げてその存続と継承に取り組み、それを土台
に地域活性化に真剣に携わる市民が増えてい
ます。 

・週末には、鉄道やバスなど便利になった公
共交通を利用して帰省する人が増えていま
す。中心部に出向きレジャーや買物を楽し
む人々の姿が見られます。 

※取組項目一覧は、概ね20年後の2035年までに取り組むことが見込まれる事項について記載しているものです。 
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・観光に関するデータは第2章にも掲載しています。ここでは、それを補足するデータや資料を

掲載しています。

図表 目的別観光入込客数の構成比の比較 

出典：2016 年度兵庫県観光客動態調査報告書 

図表 主要観光地への入込客数 

                                    （千人） 

観光地名 2014年度 2015年度 2016年度 

丹波の森公苑 249 263 263

丹波年輪の里 152 173 174

もみじめぐり（九ヶ寺） 80 53 74

丹波少年自然の家 54 52 52

出典：兵庫県観光客動態調査報告書 

図表 住まいるバンク実績（成約数） 

                                （件） 

2015年度 2016年度 2017年度 

市 3 6 13

民間 0 19 17

計 3 25 30

                                 出典：市資料 

図表 空き家対策実績（利活用） 

                               （件） 

2016年度 2017年度 計 

改修（居住） 10 13 23

改修（起業） 3 4 7

計 13 17 30

                                出典：市資料 
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スポーツ・レクリエーション 都市型観光（買物・食事） 行祭事・イベント

その他

＜関連するデータや資料＞ 
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（８）地域に根ざした生業のあり方 

20 年後には・・・ 
・丹波市での生業や働く場はど
のように？ 
・地域産業（農業・商業等）の
承継は？ 
・日常の生活サービスは確保さ
れている？ 

 丹波市の特徴を活かした農業や関連産業などの生業が
地域に根付き、地域の活力を支えています。 

 地域の商店等において、人々の多様なニーズに対応し
た豊富な商品や各種サービスが提供されています。 

●実現に向けた取組方向（主なもの） 

（１）中心部での取組 
○市外への消費流出の抑制のため、商店等は消費者ニーズを捉えた専門性の高いサービスや品
揃えの提供、あるいは公共的役割を担うことでの集客力の向上などへの支援 
○起業家と農・商工業者等との意見交換やマッチング支援などによる農商工連携の推進やＩoＴ
やAＩなど新技術を活用する企業の誘致環境の整備 

（２）区域や地域での取組 
○創業意欲の高い起業家とのマッチングや起業・創業などの支援及び、後継者育成などの仕組
みの構築と魅力ある個店・商店街づくり 
○農の学校受講生やU・I ターン者、農業後継者などが市内で定着するための仕組みづくり 
○第三者への農業の事業承継や事業拡大をめざす中心的担い手を支援するための法人化施策 

【取組項目一覧】 

地域農業の担い手の確保 ／ 遊休農地・耕作放棄地の解消 ／ 条件不利農地の活用 ／ 木質バイオマス（薪関連）

活動の活性化 ／ 公的森林整備の体制構築 ／ 個店の後継者育成 ／ 地域を支える商店街づくりの推進 ／ 集

客・交流機能の強化 ／ 大型商業施設を活用した市外への消費流出抑制 ／ 起業相談体制の強化 ／ 丹波ブランド

の活用 ／ 新技術を活用する企業の誘致 ／ 既存企業の人材確保支援 ／ 企業マッチングの推進 

より詳細に見てみると・・ 

●まちの姿 ●暮らしの姿 

・農業及び関連産業に従事する経営体や後継
者の確保により、基幹産業として農業が活
性化し、耕作放棄地の減少、遊休農地の利
活用など豊かな農村環境が維持されていま
す。 

・地域の特性を活かした産業を活用し、付加
価値を生み出す新たな産業や農産品の生
産・加工・販売を行う6次産業化などの多
様な産業が創出されています。 

・事業承継を支援する仕組みの構築により後
継者不足が解消されています。 

・地域の小規模商店も中心部の大規模商業施
設も元気に事業を展開しており、市民の暮
らしを豊かなものにする多様な商品やサー
ビスが提供されています。 

・市内各地で、地域の資源や特性を活かした
就労の場が豊富にあり、まちに賑わいをも
たらせています。 

・農業においては若い世代の後継者ができ、
法人化等による経営規模の拡大や6次産業
化が図られ、就農者が増加するなど農業や
関連産業に従事する市民が増えています。

・起業や新規企業立地が進むとともに、既存
企業も活発に事業活動を展開し、地域にお
いてもコミュニティビジネスが発達するな
ど、多様な仕事の機会が創られています。

・日用品や食料品などの日常の生活品の購入
は、住み慣れた地域の商店を利用していま
す。 

・地域特性を活かした生業が地域に根付き、
地域で就業をめざす人が増えています。 

・丹波市の日常の暮らしを都会の人に提供す
ることを生業とする市民が増えています。
そこから多くの交流が生まれ、丹波市の暮
らしの良さが伝わり、移住・定住につなが
っています。 

・農村活性化に向けた体験農業や農家レスト
ランなどの丹波ファンの増加をめざす取組
など、食や農に親しむ「楽農生活」が広が
り、農村での活躍人口が増えています。 

※取組項目一覧は、概ね20年後の2035年までに取り組むことが見込まれる事項について記載しているものです。 
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・生業に関するデータは第2章にも掲載しています。ここでは、それを補足するデータや資料を

掲載しています。 

図表 産業大分類別就業者数 図表 産業分類別市内総生産（名目）－実数 
(百万円）

図表 認定農業者の状況（2016 年 3 月末） 

出典：丹波市農業・農村振興基本計画（2016.6） 

図表 商業の状況 

出典：丹波市観光・商工業ユニティプラン（2018.3）

＜関連するデータや資料＞ 

出典：丹波市観光・商工業ユニティプラン（2018.3）

出典：2015 年国勢調査

【営農類型別認定農業者数】 【年齢構成別認定農業者数（個人のみ）】 

2002 年     2007 年    2014 年 2002 年     2007 年    2014 年

平成
22年度

平成
23年度

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

207,275 217,550 211,907 212,784 207,733

206,333 216,359 210,622 211,249 205,790

4,210 4,632 4,561 4,496 4,171

農業 3,925 4,352 4,297 4,222 3,880

林業 279 274 259 270 287

水産業 6 6 5 4 4

65,834 81,747 78,670 83,412 75,800

鉱業 102 41 37 44 47

製造業 59,608 76,062 70,268 66,961 65,773

建設業 6,124 5,644 8,365 16,407 9,980

136,289 129,980 127,391 123,341 125,819

電気ガス水道 4,503 3,934 3,590 3,675 4,018

卸売小売業 18,002 14,949 15,461 16,093 18,341

金融保険業 6,802 8,655 6,926 5,257 3,476

不動産業 37,470 33,502 29,213 24,435 19,635

運輸業 10,760 10,639 11,624 10,894 12,981

情報通信業 1,681 1,663 1,614 1,633 1,662

サービス業 44,248 43,722 46,416 48,858 53,064

公務 12,823 12,916 12,547 12,496 12,642

942 1,191 1,285 1,535 1,943

第３次産業

輸入品に課される
税・関税等

第２次産業

第１次産業

市内総生産

産業計

【卸売業の事業所数、従業者数の推移】 【小売業の事業所数、従業者数の推移】 
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第６章 まちづくりビジョンの実現に向けて 

（１）ビジョンの共有と協働 

・本ビジョンを実現するためには、行政が積極的な取組を推進することはもちろんのこと、市民

や事業者も主体的にまちづくりに参画し、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あることから、市民、事業者等

を含む、丹波市に関わる全ての人が本ビジョンを共有し、未来に向けて協働します。 

（２）実現に向けた仕組みづくり 

・本ビジョンで定めた『まちの姿』と『暮らしの姿』は、多様な主体の参画と協働によってはじ

めて実現されるため、多様な主体の参画と協働を進めるための地域づくりの仕組みを構築する

必要があります。 

・丹波市における参画と協働のまちづくりのあり方を位置付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ます。 

（３）推進体制の確立 

・本ビジョンの実現に向けては、都市計画、土木、建築、環境、地域コミュニティなど、様々な

行政分野の総合的、一体的な取組が求められることから、各行政分野を所管する部署間の連絡

調整や情報交換の場を設置し、庁内における推進体制を確立します。 

（４）広域的な連携・協力体制の強化 

・本ビジョンの実現を図る中で、骨格的な道路整備や拠点整備などの広域的な影響が想定される

事業の実施にあたっては、市民、事業者、市の連携だけでなく、国や県、周辺市町及び関係機

関と必要な事項について協議・調整するなど、広域的な連携・協力体制のもとに施策の推進に

努めます。 

（５）財政基盤の確立 

・本ビジョンに基づく各種の事業などの実施にあたっては、自主財源の確保や各種補助事業制度

を積極的に活用するほか、既存事業の見直し、財源の効率的配分などにより健全な財政運営に

努めます。 

（６）都市機能立地に係る段階的な施設誘導の仕組みづくり 

・今後、新たな都市機能を立地させる際は、先に整理した都市機能分担に即して配置することを

基本とします。 

・現在、拠点以外に配置されている都市機能で、ゾーニング内に立地することが位置付けられて

いる施設については、当面は現在の施設利用を継続することとしつつ、建替え時等のタイミン

グで拠点に誘導するための仕組みづくりに取り組みます。 
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１．「まちづくりビジョン」策定の経過 

（１）丹波市未来都市創造審議会

開催日 審議内容 

第１回 

2018.4.20（金） 

・委嘱書の交付 

・審議会のスケジュールについて 

・会長、副会長の選出 

・諮問 

《議事》 

(1)丹波市未来都市創造審議会の会議運営要領、傍聴規程の認定 

(2)新しい都市構造のあり方「まちづくりビジョン」の策定について 

・その他 

第２回 

2018.6.21（木） 

・前回のふりかえり 

《議事》 

(1)都市の課題の整理について 

(2)丹波市の未来を見据えた都市構造について 

・その他 

学識者協議 

2018.8.2（木）

・新しい都市構造のあり方「まちづくりビジョン」の全体像について（趣

旨説明） 

《議題》 

(1)新しい都市構造のあり方について 

(2)２回の審議を終えて 

・その他 

部会 

2018.9.7（金）

《ワークショップ》 

テーマ：『丹波市の将来の姿（市民の暮らしの姿やまちの姿）について』

○まちづくりに関する今ある課題・将来に向けた課題／将来の展望など

・関連する施策８項目  等

第３回 

2018.10.18（木） 

・前回のふりかえり 

《議事》 

(1)審議会のスケジュールについて 

(2)丹波市の新しい都市構造のあり方「まちづくりビジョン」について

①「まちづくりビジョン」素案について 

②庁舎の現状と統合庁舎について 

③関連施策（暮らしとまちの姿）について 

④市民アンケート調査の実施について 

・その他 
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開催日 審議内容 

第４回 

2018.12.27（木） 

・前回のふりかえり 

《議事》 

(1)丹波市の新しい都市構造のあり方「まちづくりビジョン」について

 ①「まちづくりビジョン」素案について 

②統合庁舎の候補地について 

③関連施策（暮らしとまちの姿）について 

④市民アンケート調査の結果（速報）について 

・その他 

部会 

2019.1.24（木） 

《調査》 

(1)統合庁舎６候補地 現地踏査 

(2)意見交換 

第５回 

2019.2.21（木） 

・前回のふりかえり 

《議事》 

(1)丹波市の新しい都市構造のあり方「まちづくりビジョン」素案につ

いて 

(2)統合庁舎の候補地について 

・その他 

第６回 

2019.5.30（木） 

・前回のふりかえり 

・まちづくりビジョン策定スケジュール 

《議事》 

(1)丹波市の新しい都市構造のあり方「まちづくりビジョン」素案につ

いて 

・その他 

第７回 

2019.8.7（水） 

・前回のふりかえり 

《議事》 

(1)丹波市の新しい都市構造のあり方「まちづくりビジョン」答申案に

ついて 

・その他 

答申 

2019.8.22（水） 

・まちづくりビジョン（案）を答申 
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（２）市民参加の取組 

項目 実施事項 

市民意向調査（市民アンケート）

2018.11.26(月)～2018.12.10(月)

・市民 3,000 人を対象としたアンケート調査 

・回収数 1,135 票（回収率 37.8％） 

市民説明会 

2019.5.12(日)  

・内容 第１部 講演 

「持続可能なまちづくりをめざして」 

講演講師：関西学院大学総合政策学部 角野 幸博 教授 

(丹波市未来都市創造審議会会長） 

第２部 まちづくりビジョン（素案）の説明 

説明・意見交換 

・出席者数 154 人 

・会場 春日文化ホール 

パブリックコメント 

2019.6.24(月)～2019.7.26（金）

・案件 丹波市の新しい都市構造のあり方「まちづくりビジョン」

（原案） 

・意見総数 ９件 
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２．丹波市未来都市創造審議会設置条例

（設置） 

第１条 丹波市の持続可能なまちづくりに向けた都市構造のあり方について、市民参画により必

要な事項を調査審議するため、地方自治法（昭和 22 年法律第 67号）第 138 条の４第３項の規

定に基づき、丹波市未来都市創造審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、丹波市の持続可能なまちづくりに向けた都市構造に関する事項について、市

長の諮問に応じ、必要な調査及び審議を行い、答申するものとする。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員 18 人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(１) 識見を有する者 

(２) 公募による市民 

(３) 公共的団体の代表者 

(４) 各種団体等から選出された者 

(５) 関係行政機関の職員 

（任期） 

第４条 委員の任期は、所掌事務の終了をもって終わるものとし、欠員が生じた場合における補

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

４ 議長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴き、又は必

要な書類の提出及び説明を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、未来都市創造部において処理する。 

（その他） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り、

これを定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 30年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行す

る。 

（準備行為） 

２ 第３条第２項第２号に規定する公募の方法による委員の選任に関し必要な手続きは、この条

例の施行前においても行うことができる。 
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３．丹波市未来都市創造審議会委員名簿 

条 項 組 織 名 等 氏 名 

識見を有する者 

条例第３条第２項 

第１号委員 

関西学院大学 

総合政策学部都市政策学科 
角野 幸博 

関西大学 

環境都市工学部建築学科 
岡 絵理子 

丹波市地域公共交通活性化協議会 北川 博巳 

公募による市民 

条例第３条第２項 

第２号委員 

荻野 美恵子 

白滝 里香 

本庄 健吾 

公共的団体の代表者 

条例第３条第２項 

第３号委員 

丹波市自治会長会（柏原地域） 大野 亮祐 

丹波市自治会長会（氷上地域） 酒井 浩二 

丹波市自治会長会（青垣地域） 大谷 吉春 

丹波市自治会長会（春日地域） 吉住 孝信 

丹波市自治会長会（山南地域） 田中 延重 

丹波市自治会長会（市島地域） 坂谷 高義 

各種団体等から 

選出された者 

条例第３条第２項 

第４号委員 

丹波市観光協会 足立 はるみ 

丹波市社会福祉協議会 足立 由夏 

丹波市商工会 大木 玲子 

丹波青年会議所 十倉 貫 

関係行政機関の職員 

条例第３条第２項 

第５号委員 

兵庫県丹波県民局 
福本 豊  （2018.4.20～2019.3.31）

飯塚 功一（2019.4.1～） 

※任期は 2018.4.20 から所掌事務の終了までの間 



資料-6 

４．諮問書 
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５．答申書 
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６．用語解説

あ行 
一次医療 
外来診療によって患者の医療を担当する医療機関。

かかりつけ医、日常生活での軽度のけがや病気に

対する医療。 

一般単独事業債 
地方公共団体が、単独で行う事業に対して資金調

達のために負担する債務。 

医療需要予測指数 
各年の需要量を以下で計算し、2015 年の国勢調

査に基づく需要量＝100 として指数化。 

《各年の医療需要量＝～14 歳×0.6＋15～39 歳

×0.4＋40～64 歳×1.0＋65～74 歳×2.3＋75 歳

～×3.9》 

エリアマネジメント 
地域住民等が主体となり、地域のまちづくりに関

してハード・ソフト両面からの取組を推進するた

めに実施される事業や活動、そのための調整。 

か行 
合併算定替 
合併後 15 年間は、合併前の自治体ごとに普通交

付税を算定し配分する制度。ただし、配分額は、

合併 11 年目から段階的に減額され、16 年目には

一つの自治体として算定される仕組み。 

限界集落 
代表的なものとして、『65歳以上の高齢者が集落

人口の半数を超え、冠婚葬祭をはじめ田役、道役

などの社会的共同生活の維持が困難な状態に置か

れている集落』という、大野晃氏（北見工業大学

教授、高知大学名誉教授）による定義がある。 

健康寿命 
平均寿命のうち、健康で活動的に暮らせる期間。 

公債費 
地方公共団体が発行した地方債の元利償還等に

要する経費。 

コミュニティビジネス 
地域の人々が、地域に眠っている資源（労働力、

原材料、技術力など）を活用して行う小規模ビジ

ネスで、利益の追求に加え地域課題の解決をめざ

すもの。実施主体は、民間非営利活動団体、企業

組合、農業法人のほか、有限会社、株式会社など。 

コワーキングスペース 
独立して働く個人が、机・椅子・ネットワーク設

備などの実務環境を共有しながら仕事を行う場所。 

さ行 
財政力指数 
地方公共団体の財政力を示す指数。財政力指数が

高いほど、財源に余裕があるといえる。 

サービス付き高齢者向け住宅 
バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携し

高齢者を支援するサービスを提供する住宅。 

シェアオフィス 
一つのオフィススペースを複数の利用者が共同で

利用すること。 

市内総生産 
一定期間（通常１年間）に市内の生産活動によっ

て、新たに生み出された価値（付加価値）の総額。 

人口集中地区（ＤＩＤ） 
Densely Inhabited District の略。国勢調査に

おいて設定される統計地区で、市区町村の境界内

で人口密度の高い基本単位区（原則として人口密

度が１k㎡当たり 4,000 人以上）が隣接して、そ

の人口が 5,000 人以上となる地区。 

全国類似都市 
人口及び産業構造により全国の市町村を 35 の類

型に分類した結果、当該団体と同じ類型に属する

団体。丹波市は、人口規模（５万人～10 万人）

と産業構造（第二次産業、第三次産業が合わせて

90%以上、第三次産業が 65%未満）の特徴が類似

する都市のグループに属する。 

ソーシャルビジネス 
様々な社会的課題をビジネス手法で解決していく

持続的な事業活動。 

ゾーニング 
本ビジョンでは、都市の空間を用途や目的に分け

て配置する手法。 

ゾーン 
本ビジョンでは、都市の空間を用途や目的に分け

て配置した範囲。 

た行 
地域包括ケア 
高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らし

い生活を継続することができるようにすることを

めざすもので、①介護、②予防、③医療、④生活

支援、⑤住まいが一体的に切れ目なく提供される

体制。 

中間支援団体 
個人や団体をつなぐ中間支援機能をもつ組織。 
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統合庁舎方式 
一つの庁舎に行政機能・組織を集約する方式。 

都市機能 
行政、業務、居住、文化、商業等の機能を持った

人々の都市生活を支える各種の施設。 

都市構造 
都市を形づくっている交通ネットワークや道路、

建物などの物理的な構造。 

徒歩圏人口カバー率 
施設等の徒歩圏域内（一般的には半径 800m 圏域

内）の人口が、総人口に占める割合。 

な行 
生業 
生計を立てるための仕事、家業、職業全般。 

二次医療 
入院治療を必要とする重症患者の医療を担当する

医療機関。地域の中核的病院、専門性のある外来

や一般的な入院医療。 

は行 
バリアフリー 
障害のある人が生活の中で障壁（バリア）となっ

ているものを取り除くこと。元々は建築の言葉と

して使われ、建物の中の段差等、障壁をなくすと

いう意味で使われていた。しかし、現在では、障

がい者や高齢者の社会参加を困難にしている社会

や制度上の障害、心理的な障害を取り除く、とい

う意味で使われる。 

ビークル 
地域に愛着を持ち、地域のコンセプトに沿ったエ

リア開発（地域の空き家の再生・活用及び地域マ

ネジメント）を担う中間支援組織。 

福祉センター 
市民の福祉の向上及び地域福祉活動の促進を図

り、併せて生涯学習活動に寄与し、市民の健康づ

くりを推進する総合的施設。 

扶助費 
社会保障制度の一環として、地方公共団体が各種

法令に基づいて実施する給付や、地方公共団体が

単独で行っている各種扶助に係る経費。 

分庁舎方式 
二つ以上の庁舎に行政機能・組織を分散して配置

する方式。 

保健福祉施設 
高齢者、子ども、障がいのある者などが社会生活

を営む際に必要としているサービスを提供する施

設（高齢福祉施設、障がい福祉施設、福祉センタ

ーなど）。 

や行 
ユニバーサルデザイン 
文化・言語・国籍の違い、老若男女といった差異、

障害・能力の如何を問わずに利用することができ

る施設・製品・情報の設計（デザイン）。 

用途地域 
都市計画法第８条により、建築できる建物の用途

を定めた地域。 

わ行 
ワンストップサービス 
行政機関に留まらず複数の部署・庁舎・機関にま

たがっていた手続きを、一度にまとめて行えるサ

ービス。 

Ａ～Ｚ 
ＡＩ 
Artificial Intelligence の略。人工的な方法に

よる学習、推論、判断等の知的な機能の実現及び

人工的な方法により実現した当該機能の活用に関

する技術。 

ＤＭＯ 
Destination Marketing Organization もしくは 

Destination Management Organization の略。「目

的地をマーケティング／マネジメントする組織」

という意味で、観光資源の紹介、観光客の誘致、

そして「お金儲け」をするシステムを作り、実践

する組織。 

ＩＣＴ 
Information and Communication Technology の

略。コンピューターやインターネットに関連する

情報通信技術。 

ＩｏＴ 
Internet of Things の略。自動車、家電、ロボ 

ット、施設などあらゆるモノがインターネットに

つながり、情報のやり取りをすることで、モノの

データ化やそれに基づく自動化等が進展し、新た

な付加価値を生み出すというコンセプトを表した

語。 

ＭａａＳ 
Mobility as a Service の略。ＩＣＴを活用して

マイカー以外の全ての交通手段を継ぎ目なく円滑

につなぐ「移動」の概念。 

ＮＰＯ 
Nonprofit Organization の略。法人、ＮＰＯ法

人ともいう。公益に資するサービスを提供する営

利を目的としない民間団体で、特定非営利活動促

進法に基づいて法人格を取得した団体。 



資料-10 

７．元号・西暦早見表 

昭和 10 年 1935 年  昭和 52 年 1977 年  平成 30 年 2018 年 

昭和 11 年 1936 年  昭和 53 年 1978 年  平成 31 年 
2019 年 

昭和 12 年 1937 年  昭和 54 年 1979 年  令和元年 

昭和 13 年 1938 年  昭和 55 年 1980 年  令和 2年 2020 年 

昭和 14 年 1939 年  昭和 56 年 1981 年  令和 3年 2021 年 

昭和 15 年 1940 年  昭和 57 年 1982 年  令和 4年 2022 年 

昭和 16 年 1941 年  昭和 58 年 1983 年  令和 5年 2023 年 

昭和 17 年 1942 年  昭和 59 年 1984 年  令和 6年 2024 年 

昭和 18 年 1943 年  昭和 60 年 1985 年  令和 7年 2025 年 

昭和 19 年 1944 年  昭和 61 年 1986 年  令和 8年 2026 年 

昭和 20 年 1945 年  昭和 62 年 1987 年  令和 9年 2027 年 

昭和 21 年 1946 年  昭和 63 年 1988 年  令和 10 年 2028 年 

昭和 22 年 1947 年  昭和 64 年 
1989 年 

 令和 11 年 2029 年 

昭和 23 年 1948 年  平成元年  令和 12 年 2030 年 

昭和 24 年 1949 年  平成 2年 1990 年  令和 13 年 2031 年 

昭和 25 年 1950 年  平成 3年 1991 年  令和 14 年 2032 年 

昭和 26 年 1951 年  平成 4年 1992 年  令和 15 年 2033 年 

昭和 27 年 1952 年  平成 5年 1993 年  令和 16 年 2034 年 

昭和 28 年 1953 年  平成 6年 1994 年  令和 17 年 2035 年 

昭和 29 年 1954 年  平成 7年 1995 年  令和 18 年 2036 年 

昭和 30 年 1955 年  平成 8年 1996 年  令和 19 年 2037 年 

昭和 31 年 1956 年  平成 9年 1997 年  令和 20 年 2038 年 

昭和 32 年 1957 年  平成 10 年 1998 年  令和 21 年 2039 年 

昭和 33 年 1958 年  平成 11 年 1999 年  令和 22 年 2040 年 

昭和 34 年 1959 年  平成 12 年 2000 年  令和 23 年 2041 年 

昭和 35 年 1960 年  平成 13 年 2001 年  令和 24 年 2042 年 

昭和 36 年 1961 年  平成 14 年 2002 年  令和 25 年 2043 年 

昭和 37 年 1962 年  平成 15 年 2003 年  令和 26 年 2044 年 

昭和 38 年 1963 年  平成 16 年 2004 年  令和 27 年 2045 年 

昭和 39 年 1964 年  平成 17 年 2005 年  令和 28 年 2046 年 

昭和 40 年 1965 年  平成 18 年 2006 年  令和 29 年 2047 年 

昭和 41 年 1966 年  平成 19 年 2007 年  令和 30 年 2048 年 

昭和 42 年 1967 年  平成 20 年 2008 年  令和 31 年 2049 年 

昭和 43 年 1968 年  平成 21 年 2009 年  令和 32 年 2050 年 

昭和 44 年 1969 年  平成 22 年 2010 年  令和 33 年 2051 年 

昭和 45 年 1970 年  平成 23 年 2011 年  令和 34 年 2052 年 

昭和 46 年 1971 年  平成 24 年 2012 年  令和 35 年 2053 年 

昭和 47 年 1972 年  平成 25 年 2013 年  令和 36 年 2054 年 

昭和 48 年 1973 年  平成 26 年 2014 年  令和 37 年 2055 年 

昭和 49 年 1974 年  平成 27 年 2015 年  令和 38 年 2056 年 

昭和 50 年 1975 年  平成 28 年 2016 年  令和 39 年 2057 年 

昭和 51 年 1976 年  平成 29 年 2017 年  令和 40 年 2058 年 







 

 

 


