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総合計画
【概要版】
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はじめに

県下量大のー銀河川「加古川Jが貫涜

する本市は、北部，<:自然豊かな丘陵地が

広がるとと也に、南穏や中央部には商

業・サービス業の集積が進むなど、自然

環境と生活利便性の両方を享受できる

まちとして宛展してきました.

近年の全国的な人口減少や少子高防化の進行は、本市に

おいても例外ではなく、産業分野における短い手不足や祉会

保障関連経費の噌大などが予測されます.さらに、新型コロナ

ウイ1レスという新たな脅威により、日常生活の縦々 な場面で行勧

変容が求められるなど、私たちを取り巻く壮況を到匝するための

変化が求められています.

とうした中、市制70周年の節目でもおる令和2(2020)年民、

本市における今後のまちづくりの方針となる「加古川市総合

計画」を定めました.新たな総合計画では、市民生活の安全・

安心をしっかりと支えながら、とのまちに住む皆さま一人一人に

より大きな幸せを感じていただけるよう、叱Fと」を大切にした

まちづ〈りを進めていくととをコンセプトとしています.

人と人がともにささえあいながら、市民の管ざまや事業者の

皆さまとの「協働」により、明るい未来者実現するため、本計画同ζ

曇づく各施策の推進に全力を尽〈してまいります.よりー届の

ご支鏡、ご協力をお願い申しあげます.

結びになりますが、*計酒の簸定にあたり、熱心にE審議

いただきました審譜会長良の皆さまをはじめ、貴重なご意見や

ご提旗をいただきました市民の皆さまに心から厚く御礼申し

あげます.

令和13(2021)牟3s

加古川市長 |司 Ii) 不.v~
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1綻の趣旨
*市は、人口減少、少子荷量事化による人口車線造の袋化、

公共織鐙や事士会インフラの老朽化、ごみ減量君主どの現翼線

問題、ICT(情報通信事長術)の急速な変箪への対応などの

鯨鱈に直面しています.

とれらの線a曹に対応し、持続可能なR慮を選げでとそ、
2弘前で生活するすべての人が、安全に良心して毎日唱を過な

すととができ、券市の朱到隆司を鐙う子どもたちゃ穫し、世主代fJ

明るい朱来を展i!できるまちをつくるととができます.

そのようなまちになるために紘時代の制械的砲に袋えるとともに、移民~.護者、行政などのそれぞれが市の現状とめざすべき将来像に いての災通認裁を持ちながら、~~容
となって笛仰による*ちづくり寄進めていく必援があります。

とのような貌点から、*r告における今後のま'sづくりの
方針安定めるために、新たな総合計画援策定し家7.

1総合調の位置付けと期間
窓計画は、f将来の都市像Jの実現に向けた*ちづくりの~象的な方向性や絡調置を総合的かっ体調~9!ll<:mし、?事政~雛進する上での1.i量?となる
もので、F告のあらゆる計画の歳上位j;:111.付け2置す。

計四期聞は、令和3(2021)年度そ初年度とし、

令利8(2026)年度*での岬聞とします.

加古川市民レ.f.fγ事
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l総合計画の構成

総合計画は、「将来の都市像」

「基本目標JI政策JI施策」で構成

します。

「将来の都市像』と「基本目標」、

「基本目標」と「政策」、「政策」と

「施策」は、それぞれ目的と手段の

関係で結びついています。

また、施策目的を達成するため

に実施する「事業」については、

実施計画においてとりまとめます。

1将来の目標人口

総合計画に基づく取組を着実に

進め、市民生活の質の向上を図り

ながらも、「加古川市まち・ひと・

しごと創生総合戦略」や各個別

計画との連携のもと、積極的かっ

効果的に、転出超過の抑制と

出生率の維持・向上に資する

施策に最大限取り組む乙とで、将来

の目標人口として令和8(2026)年

に約五万4千人、令和42(2060)年

には約20万人の確保をめざします。

I ~ . ー / 

I ~ I / 

将来の都市像

政策

施策

事業

¥6 
ための手段が「施策」

施策目的を達成
するための手段
が「事業」

-将来の目標人口と市推計人口

(人J
275，000 

255，000 

235，000 

215，000 

195，000 

175，000 

155，000 

令和8

丸一回

平fJX，27 令租2 令和7 令和12 令和17 令和22 令和27 令和32 令租37 令和42(年)
(2015)α020) (2025) (2030) (2035) (20伺1) (2045) (205ω(2055) (2060) 

|+ 将 来の楓口 + 市推献ロ |

{注)市推計人白口は国立社会保障・人口問題研究所の推計方法1<:準拠し算出

平成27(2015)年は国勢調査による実績値、

令和2(20丑0)年以降はコーホート要因法による推計値



1まちづくりの基本理念
:I;-Sづくりの事窓理念場E次のとおリ定占b1;1".

ひと・まち・自然を大切にし

ともにささえはぐくむまちづくり

2事制革、.刷2(2000)華料ζrr;:r.Jレ'*̂ 穆市加古JIIJ唱溜22し*した.rウ:r.)J，'*スÛ::I;孟、運動、栄骨量、f*;幾jê~すでなく、編広 生きがいや人間隙鉱生活環尊障などの~.ftバランスよく保ち、より.t画的で創造的に、..君主
心身でいきいきと毎日毎過とすととftli味しており、「ウヱJJ，ゑス篠宮信Jの

実現象めざして取り組んで¥!ました.

今後建語、rゥェ114ス高官制IiJの型車念を勉君止しつつ、広務で金活ずるすべての
rひとJ、活気おるr:l;ぢ」、愈かなr自然jを大切にしたまぢづくりそ進め:1;1".:l;1t、入口減少司~'.:il事う織々な穣.司端服するため、すべての市民、理解鎌
者君主どが互いぞ思いやり支えあいながら、符iltと一体となって、より-.の

".によるまちづくりそ進めます.

l将来の都市像将来~Jl縫えた、集E倒的な取組により実現そめざす''*市のまちの後として、
絡調障の都市.l':次のと;aりおめ:1;1".

夢と婚望を摘を

幸せを実感できるまち加古川

社会経語障の成熟化とともに、「物質的な.b'<!Jかられi)の盆かさjへと

人々 の価値観除後化しておリ、ライフスタイルの多樹乙が進んマい，:1;1".:l;t;;、多車慢な9;.~ñtJ遺択できる給会へと袋署撃しつつa5ðlfl、一人一人の価値観tJ・aÕ!れるとともに、偏食~総力が発婦でをる役会の実現が戒め
られτぃ，:1;1".
とのようなゆ令、*市が持続的iζ発Ji:f遂げるため、*"ii告で9;.活ずるおら

ゆみt堂代fJ.、白々 の念活のlfIに.it:f!策調整するととができ、とりわけ朱耳障を狙う子どを，1主~や縫いt堂代tJ、将来に事匹や章特E置を鎗くととができみま~:f
めざし:1;1".

市開唯:<畠宮つ

'$'l!)I6:ゥ?L!

信曹帝警の使聾@絵手

中学綾織愈

卸芭11[':1-予ーマーチ
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1都市空間の利用の方向性*i'旨は、..平野唱f:Jl~ずる県内ø*の河111r 1X1'i!i J IIJの下~It:位置量して ます.簿..'t:iIiし、大諸島績君主製鉄工容や自間違企祭、工調患などが集積す~~臨海傷、鉄道まや
続線道路唱隙潮時買い市街織が広がる繍銀総帥失務純.cf1緑丘厳傾注自然公:.をはじめ、a臨調書やtc掛e・の自然.かな~t織の3つの絶縁't'織Jil;!オLそれぞれの特f生
が生かされた線型転盛岡:ti:形成してい*T.一方で浦度経済成長織の人口糊や~iÎl畿1bの港行などを育費隆とした住宅市街地の
鉱大んロードザイド宮古の大錦織象者E総理置の分敏立地など、主主滋型の修市申書逃となるや、

無秩序な市街化の明書止や翁心理撃にお材る修市緩衝の強化、良好な居住潟績の形成に向けた取絡を進めて~~ました.
しかしt.l:がら、人口減少・超高働社会においてE章一必震な:.ji旨uの・4厳司E進めゆっ、各調n~誌に応じた鯵市滋能回り爵惨と集績を包るとと司~，ζ、鎌点冊目毒事者E変造~'!Iトワーク~鳴富田仰に遺銭;!1tるなど、コ';//t'7 トマ持続可鐙な書匹前線没、の仮調民fJ.必援司~.，..とのような現状そ宮崎司Eえ、ri曾話事の畿2主的事院.11.と.側方術j、 r~修務総点と..章受遺体晶、r.::l:;地利用の.~防毒tJ&び「生活簡と行aサービス繍"の方向後」組曲b、計百的明:t:.::I:;総旗Jm~1Iるととらに、ぞれ惣れの割自援が害事つ絡をl:~~主かしながら、活力

I><o':I1ちづ〈りそ錐進し':11"'. 

..  市総怠~綜禽渇体"，.

Z凡俗

=コ It 院4岨 .岨陪

-4守 F
自略-h-圃曲

〈コ .聞轟a‘.. 智酎ー刷凪.. 
主... 瑚""“.. レクゆ'X;ー令書、J・a・A

事

，..噂-
網"・

... -

京MI古1I駅周辺

.娘周期辺地庖鎚策衡琶聾.事.

布市1t.r温島神曹申婚鎌完成'湖11
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l基本目標とまちづくりの進め方

将来の都市像を実現するため、まちづくりの基本理念を踏まえ、 5つのまちづくりの基本目標

及びまちづくりの進め方を定めました。

-・a:;lO)lJfflil

夢と希望を描き幸せを実感できるまち加古川

主主亘三E孟圃 心豊かに暮らせるまち l 

E$!f[r:tJ 安心して暮らせるまち l EE通量~J EF.百聞尾道直司克~~主君・・・・
主主亘三E主主E 快適なまち l 

E$3，，[141 うるおいのあるまち l 

| まちづくりの進め方 | 
1.多様な主体と行政との協働 3.効果的・効率的な行財政運営

2.シティプロモーションの推進 4.広域的なまちづくりの推進

ひと・まち・自然を大切にしともにささえはぐくむまちづくり

各基本目標に掲げる施策及びまちづくりの進め方についての詳細は、次ページ以降に掲載しています。

固



l各施策の基本方針

基本
政策 施策 基本方針目標

社会全体で結婚・出産・子育てを応援する機運を醸成するとともに、ライフサイクルを

@結婚・出産・子育ての支援 通じて切れ目のない支援体制を構築し、結婚・出産・子育ての希望が貯えられるまち

づくりを進めます。

幼児期の教育・保育の量の確保と質の向上に取り組むとともに、発達や学びの連続性を

@就学前教育・保育の充実 重視した教育の充実を図り、子どもたちの生きる力の基礎を育み、健やかな成長を

支えます。

子どもたちの個々の能力を尊重しつつ、自ら意欲的に学び、「思考力・判断力・表現力」を

@義務教育の充実 身に付けた児童・生徒を育成するため、協同的探究学習の推進や外国語教育の質を

(1) 古らに向上古せる取組、「知・徳・体』をバランスよく育む教育を推進します。
子どもの健や

かな成長を支

援する 障がいのある子どもの能力を最大限に伸ばし、自立や社会参加に必要な力を培うため、

@特別支援教育の充実 子どもの個々の特性に応じた教育の充実や指導体制の強化を図るとともに、市民の

障害に対する理解や認識を促進し、インクルーシブ教育システムの構築を進めます。

圃

'l‘・)
豊 子どもの学びや育ちを支える環境の充実を図るため、枝種聞や学校・家庭・地域の

か @教育環境の充実 連携を強化しつつ、子どもにとって望ましい教育支援体制の充実を図るとともに、
に 安全で快適な学習環境の整備を推進します。
暮
ら
せ
る 習得した知識や能力を社会や地域に生かせる環境を構築するため、生涯学習の
ま (2) @生涯学習の推進

内容や推進体制の充実を図ります。
ち 地域における

教育・学習環
子どもたちの心身の健全な成長を促すため、家庭や地域における教育力を向上する

境を整備する @青少年の健全育成
とともに、膏少年の育成環境の向上や青少年への支援体制の充実を図ります。

@スポーツ・レクリエーション
市民誰もがスポーツを通じて、いきいきと過ごすととができる社会を実現するため、

(3) 活動の推進
スポーツやレクリエーション活動の活性化を促進するとともに、スポーツボランティア

スポーツや文 の確保や養成、スポーツ・レクりエーション施設の利用促進を図ります。

化・芸術を振
歴史資事や文化・芸術を活用したまちづくりを進め、創造性を育み、多様な文化が

興する
@文化・芸術の振興 共生する社会を実現するため、歴史資源の保存や活用を図り、市民の主体的な

文化・芸術活動を支援するとともに、国際化の推進を図ります。

(4) @人権文化の確立
一人一人の人間としての尊厳と基本的人権が尊重される社会を確立するため、人権

互いに尊重し 教育や啓発を推進するとともに、人権問題に対する相談体制の充実を図ります。

あって暮らせ
性別にかかわらず一人一人の個性と能力を発揮し、心豊かに暮らせる社会を実現

る社会を実現
@男女共同参画社会の形成 するため、誰もが活躍できる環境づくりを促進するとともに、仕事・家庭・地域における

する
男女共同参画を推進します。

困



施鰻の方向性

-安心して結婚・出産・子育てができる環境の構築

-地域の子育て支援の充実

-幼児期の教育・保育の量の確保と質の向上

-発達や学びの連続性を重視した教育の充実

-教職員の資質能力の向よ

.r知・徳・体」をバランスよく育む教育の充実

.rわかる学力」の向上に向けた協同的探究学習の推進
-外国語教育の質の向上

-教職員の資質能力の向よ

-子どもの個々の特性に応じた教育の充実

-教職員の資質能力の向よ

-市民の障害に対する理解・認識の促進

-教育支援体制の充実

-地域とともにある学校づくりの推進

-いじめや不萱校の防止対策の推進

-学校規模の適E化や適E配置に関する協議の推進

-安全で快適な学習環境の整備

.ICT環境の整備
-高等学校、高等教育機関等との連携

-生涯学習内容の充実

-生涯学習推進体制の充実

-家庭や地域における教育力の向よ

-青少年育成環境の向上

-膏少年への支援体制の充実

-スポーツ・レクリエーション活動の普及・促進

-スポーツボランティアの確保・養成

-スポーツ・レクりヱーション施設の利用促進

.a:史資震の保存・活用

-文化・芸術活動の促進

-国際化の推進

-人権教育・啓発の総合的な推進

-人権問題に対する相談体制の充実

-女性活躍の推進

-男女共同参画に関する啓発・情報発信の推進~:I~cJlの i t'Jの ゴール
圃貧困をなくそう 圃ジエンダー平等を実現しよう

圃飢餓をぜ口lζ 圃安全な水とトイレを世界中に

.すべての人民健康と福祉を 圃エネルギーをみんなにそして

固質の高い教育をみんなに クリーンに

SDGsの理念を踏まえた加古川市総合計画の推進

加古川市総合計画がめぎす方向性は、国陳社会全体の目標であるSDGsがめぎす方向性と同様で

あることから、総合計画に基づく各施策の推進がSDGsの達成にも寄与するものと考えています。

i-'tiFrl骸当項目

国固園田園園園園

園田園圃園園

国国固圃園園

国園田園困圃固園

国園田園固園園園園

回目園

国園

固園

回目園

田園圃固園

園田園困園田園園

圃働きがいも経済成長も 圃住み続けられるまちづくりを 圃陸の豊かさも守ろう

圃産業と技術革新の基盤を 圃つくる責任っかう責任 圃平和と公正をすべての人民

つくろう
圃気候変動K具体的な対策を 圃パートナーシップで目標を

圃人や固の不平等をなくそう
圃海の豊かさを守ろう

達成しよう

園



l各施策の基本方針

基本
政策 施策 基本方針

目標

地域社会の福祉謀題を解決し、誰もが住み慣れた地域で、安心して暮らし続けられる

ょう、住民一人一人のできることの実践(自助)、制度化された相互扶助(共助)、公的

な福祉サービス(公助)に加え、住民相互の支えあい(互助)による地域づくりを推進

@地域福祉の充実 します。

また、生活困窮者など複雑かつ複合的な課題を抱える人を支援するため、地場の

様々な資震を活用した包括的な支援の充実を図るとともに、生活保護制度の適正な

(1) 運用に努めます。

ともに支えあ
障がいのある人が地域住民の一員として、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、う福祖社会を

実現する @障がい者福祉の充実 福祉、医療、教育、就労等の関係機関と連携・協力し、日常生活や地域生活の支援の

充実を図るとともに、社会参加に向けた自立の基盤づくりに努めます。

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域が一体となって、暮らしを

支える体制づくりを推進するとともに、介護や支援が必要な方の生活を支える介護
@高齢者福祉の充実 サービスの充実を図ります。

また、いつまでも自分らしく、いきいきと暮らせるよう、生きがいづくりや社会参加の

園 促進を図ります。

安 子どもから高齢者まで、ともに支えあい、誰一人取り残すととなく、健やかに暮らす

Il‘・)
@健康の保持・増進

ととができるまちをめざし、市民一人一人の価値観やその人らしさを重視した健康

し (2) づくりとライフステージに応じた食育を推進するとともに、保健予防活動の充実を

て 健康づくりや 国ります。

暮
地域医療を充

実する 市民が住み慣れた地域で、いつでも安心して医療を受けられるよう、医師会など
ら

@地域医療の充実 の関係機関と連携した取組の推進と、医療機関相互の連携強化による救急医療
せ
る 体制の充実に努めます。

ま 自然災害をはじめとするあらゆる危機事象から、市民の生命と財産を守り、安全・安

ち .危機管理体制の充実 心が確保されるよう、多様な主体による総合的な危機管理体制の確立を図ります。

また、市民一人一人の防災意識を高め、災害予防対策や災害時対策を推進します。

@消防・救急体制の充実
市民の生命と財産を守るため、消防体制の充実や火災予防の推進を図るとともに、

救急・救命体制を充実するなど、総合的な消防・救急体制を確立します。

(3) 
犯罪や交通事故のない「安全・安心」なまちをつくるため、子どもや高齢者を見守リ、

市民生活の安
@防犯・交通安全対策の推進 市民の防犯・交通安全意識の向上に努めるとともに、地域における防犯活動や警察

全・安定を確

保する など関係機関と連携した防犯・交通安全対策を推進します。

@安全・安心な消費生活の
消費者の主体的な選択・行動による、安全・安心な消費生活の実現をめざし、市民

推進
一人一人のよりよい消費生活に向けた意識の向上や知識の習得に向けた取組を

支援するとともに、関係機関との連携による消費者被害の未然防止を園ります。

@就業機会の確保と労働
市民が安心して働き、仕事と生活の調和がとれた暮らしを営むことができるよう、

環境の向上 関係機関と連携した就業機会の確保を図るとともに、働きやすい環境づくりを

進めます。

固



施策の方向性 l-'IiFrl骸当項目

-地域福祉の総合的な推進

-地域福祉活動の拠点づくり 国圃園田園園
-自立支援・生活援護の推進

-障がい者の日常生活支援の充実

国固困圃園-障がい者の社会参加の促進

-暮らしを支える体制づくりの推進

-介護サービスの充実 国固園園
-高齢者の生きがいづくりと社会参加の促進

-健康づくりの推進

-食育の推進 回目園園
-保健予防活動の充実

-地域医療体制の充実 園固園-救急医療体制の充実

-総合的な危機管理体制の確立

園園田園園-災害予防対策の推進

-災害時対策の推進

-消防体制の充実

-火災予防の推進 回園
-救急・救命体制の充実

-見守りカメフ・見守りサ ピスの効果的な運用

-地域における防犯活動等の推進 園園田園園
-交通安全教育・啓発の推進

-消費者教育の推進

田園-消費者保護対策の充実

-就業支援の推進

-労働環境の向上 国国固困園圃園
-働き方改革の推進

固



l各施策の基本方針

基本
政策 施策 基本方針

目標

市民の農業に対する理解や関心を漂めるとともに、生産基盤の整備・保全や担い手

(1) @農業の振興 の確保への支援などを通じて、経首安定化を促進するととで、農業の持続的な発展

園 農業・水産業 をめざします。

活 を振興する
水産資源の維持拡大を促進し、生産基盤の整備・保全を図るとともに、水産業経営

力 @水産業の振興
の安定化を促し、水産業の持続的な発展をめざします。

と
生産性や技術力の向上をはじめ、技術革新への対応や新事業への展開に関する

に
埠‘・

(2) @工業の振興 支援などに取り組み、工業経営の安定化を促進するとともに、本市が持つ高い刺便性

わ
工業・地場産 を生かした企業立地の促進に努めるととで、工業の持続的な発展をめざします。

業を振興する
い

@地場産業の振興
経営の安定化に向けた取組を支援するとともに、独自の技術や技能を生かした新たな

の 製品の開発や情報発信を促進するととで、伝統的な地場産業を維持・継承しますロ

あ
にぎわいのあるまちをめざし、中心市街地の活性化をはじめ、市内の小売業の振興を

る
(3) 

.商業・サービス業の振興
促進するとともに、流通機能の充実を図ります。

ま
ち

商業・観光を
観光による交流入口の増加と地域の活性化をめざし、さらなる食の観光化を推進

振興する
@観光の振興 するなど資諒を有効に活用するとともに、広域連携の強化や効果的かつ魅力的な

情報発信を行うととで、誘客促進に努めます。

基本
政策 施策 基本方針

目標

@計画的な土地利用
持続可能なまちづくりをめざし、適切な都市機能の誘導と集積による、地域特性を

生かした効果的な土地利用を図ります。

加古川駅周辺地区及び東加古川駅周辺地区、別府駅周辺地区については、業務・

(1) @都市拠点機能の充実
商業・教育・文化・居住など多様な都市機能の効果的な誘導と集積を図り、回避・

機能的・効率
滞在しやすい魅力ある都心・副都心の形成をめざします。また、地域拠点については、

的なまちをm 各地域の特性を踏まえた機能の確保を図ります。

成する 幹綿道路ネットワークの形成により、円滑な道路交通の実現を図るとともに、経済

@幹線道路・港湾機能の充実
活動の創出や生産性の向上をめざし、園、県など関係機関との連携のもと、幹線

道路の整備を促進します。

また、東播磨港における海上物流機能の碁盤の強化を促進します。

固
@公共交通機能の充実

持続可能な公共交通網の槽績をめざし、地域にふさわしいコミュニティ交通の充実

快 を図るとともに、公共交通の利便性向上を促進します。

適
@秩序あるまちなみの形成

秩序あるまちなみと、地域特性を生かした良好な景観の形成をめざし、住民主体の
な まちづくりを進めます。
ま
ち @防災・防犯のための基盤 安全で安心なまちをめざし、災害に強い都市基盤の整備と防犯・交通安全に寄与

の整備 する環境整備を推進します。

(2) 
@生活に身近な道路の整備

市民の生活を支える道路の安全性の確保をめざし、地域内道路の計画的かつ効果
安全で快適な 的な整備・改良を進めるとともに、適切な維持・補修に努めます。
暮らしの基盤

を整備する @良質な住宅供給の促進
安全・安心・快適な住環境の実現をめざし、居住しやすい環境の形成や既存の住宅

ストックの活用を促進します。

@安全で良質な水道水の供給
安全で良質な水道水を安定的に供給するため、水震から蛇口までの水道管理を行う

とともに持続可能な事業経営を推進します。

@南水・汚水の適切な処理
快適で衛生的な生活環境の創出と安全・安心な暮らしの実現をめざし、安定した

下水道機能の維持や、持続可能な事業経首を推進します。

回



施策の方向性 ~骸当項目
-生産基盤の整備・保全

固困園園園園-農業経首の安定化

-農業を通じた地域の活性化

-生産基盤の整備・保全 固困園園園園-水産業経営の安定化

-工業経営の安定化

困園園園-企業立地の促進

-経営の安定化 困園園園-地場産業の活性化

-商業・サービス業の活性化 困園園園-流通機能の充実

-観光資源の有効活用

困園園-食の観光化の推進

-広域的な観光の推進

施策の方向性 ~'ftICIi陵当項目
-都市機能の適切な曹導と集積

園田園-産業系土地利用の推進

-地場特性を生かした土地利用の推進

-都心・副都心の機能充実

園田園-地域拠点の機能充実

-駐輪・駐車場対策の推進

-幹線道路の整備

園田園-東播磨港の整備促進

-コミュニティ交通の充実

園困園-公共交通の利便性向上

-面的整備事業等の推進

困園-景観まちづくりの推進

-防災基盤整備等の推進

固園田園園-流域治水対策の推進
-交通安全施股等の整備
-防犯基盤の充実

-道路の整備・改良

園田園-道路・橋梁の維持・補修

-安全・安心な居住環境の形成 固固園園田園園-空き家等の管理・活用の促進

-安定した水道水の供給 園園園田園-健全な事業経営の推進

-下水道機能の維持

園園田園園園-下水道施霞・管渠の計画的な整備
-健全な事業経営の推進

固



1各搬の基本方針

‘目品. Ea，E [:JLj rn方針

絶縁温厳命令*倹汚自民の倣止を泊めるため、市長ー人ー入め司lliJKF会愈織のさらなる
(1) -地線濁筑の保全 薦湯司1:11り、寝績への負荷の少ない総会の織跨恐lib~しlEす.

絶縁司u障と

園 絡調曜の11療を
保全する

う -地減の自鰍穂績の保全
人と白書U1'終生する社会の実現.tilltr.!し、豊山稀の保全や滋itA地の活思議促進

る するとと‘1.、多舗な隼曹もの稜育む潟績の健全司1:11りs:す.

a 
も、 。} .'"みの減量l.jI事実劃切り 持続 飽埼E鍾*型紙会の綿織による緩鍵先滋お市場申f)~し、;:y.みの鈴当E~鈎闘し、
の 資源の事歯車庫と 推 . 湾使用・3耳縄海(tlt績観的j;;:取型組むとと也に、ごみの益jJ:_F1田を推進し，t;す.as 適量筑豊島化努~ 推進1".f>

.寝袋美化の推進
T首民への凝線美イ描蜘錐浴すると.!:.t.I.、公共用水繊の僚会:8υ、水車111への

lf 舗の‘鵬治めるととで、滞情美し同舗潟繊細幽し材.
's 

公.'緑地@鐙備や智恵.:t滋めるとともに、将来得擦やこーズle:対応した公濁穫期自
(3) -公傷等の・4・ -の運営1<:努ðb、総代老舗えて'.~'，.うと左ができる型閣の形成唱をめぎしlEす.

*と車量のa蘭
後形成する ."i.総家盟聞の活用

繊の保全・脊高島や線本盆閣の活用Il:向けた取組司E海側入うるおいややすらず司i:1Sじ
られるlEちづ〈りを，陸海し"す.

-調民 音量 D []I[] o耳障E!I]国.
lEちづく帰・自の活tt.f時@る免除輔のs:ちづ〈り活動への4・腕促すととも弘

.多量匝なil:i事と行政との 多繊~金体制聞の交線・連総や市民司書と行政との鎗舗による.ちづくり毒事種目臨し.1".
協. t;1:::、町内会や自治会などの地域ヨミュエティ節体の活性化奪回リ、訓告織の特色を

園
注かした:tちづくりを書簡め輩す.

lf .シティプロモーショシの
シピ\;I~プライF司E腿泌す't.1i:ð由、市首主情報の約書量な舟債や'II>J鑓活・m発典後1I;f，

ぢ 敏道E
とともに、慾かな自然、父化'IIJeや活.ずる人々 lJ:et:1III略的1.事尊信するなど、

づ (1) 窓事巨の鯨3守安穏MtI'つ動集a唱に活用したシティプロモーション唱世絵獲し:J;す.
く 家宅5づ〈リの
り 通織怠 市民ヱーズそéI!.1<:集えつつ、脅障しい隼活線宝t~鎌.えた貨の111;、行段トピスの
哩3 .給果的・気渇的な行術書量 袋留曜に向け、持続司衝な符覇防政調1.奪事官途するため、主士会ft務総況の黛1t1<::対~
週量 2・!l:t 守者る組鎗カ'.員力の!首土、SIR-sの.~や先鎗銭錫殺活1I1，tc情鰻イむを潜める
a6 とともに、SDGsと述書ーした滋舗を綴織し宏す.

ヲ宝 務司Ii~宅ìIの..  に'ーして、スケールメ叫ッ卜寄生かした翁績がl惑っ臓略的な都市

.広織的なtちづ〈りの捻量生
鰐述書陣母娘耳障し，S:す.t:tt、箱"。活性化:.:tl!lるため、周辺自治.など穆市m連携のHI(I:とと~I.、交添人口~.係人￡絞鴻/Iß'鉱大聖図リ棄す.

申央窃禽篇l:.l!.も.議劇場 鎗検申帽見aと見守')bメラ 算企星島?ル-wt-!1;憲章弘曹程調iI:t
回



自信織の定向性 ~富島E:l羽田
-総裁混園町己防止の推進 四回目固因固目園固
-湾総5倹d白隠止

-ヨ陸相時保全議"の密実 図園図
.!!i1li怖の保全や滋休瓜織の活用の促進 園田園田園図回目圏-多敏な注曹もの司1:*む漉績の保全

-ごみの事事ヨ.JIJ鋪・袴使用・祷.ii{t;Ii:よる

回目回園国図園固滋・4己の縫a・
-ごみの遮歪ぬ漕の綾酒量

..繍鎌il:'i魯Rf司ナーアップ?の維副島 回目困園国国園-公共用水絡の保全

-公債・緑地の強. 田園料、幅嶋崎幅臨海.

-制抑推進 回園-総*!l!測の活用

[TETll，J ffiEI1'J当項目

-市民のま宅基づくU活勧への'語使途 国図園田園回目園図-参織な主体罰防組織・鎗カ命保.11と符aとの協.
-絶滅コミュニティ団体・市民活動団体等の 図園固園務制巳

-嶋織的な常緑鈴刊E

回目園.IAI隊司自動の先111
-鎗:t.Jの調理発揮L脊li

-飽織カ・織員カのぬ上 園田園固固回固目園-肩車曽義鎗の堅持

-先場被衡唱E活用した，tt術以P推進 固因.SD~的強調臨
./1i:滅的な郷市関連第の推進 園回図国図園図-交流入口、傍係人口の創出・総大

かとパス 電U:み.!:!自のヲヱスティItJ. ま暫づ〈哲オープγミーテイ';1'1

四
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