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※SDGs該当項目:
・賞圏をなくそう
置すべての人K値直と福祉を
園入や圃の不平尊をなくそう
圃住み続けられるまちづ〈り者
・平和と公正を宮べての人に
・パートナーシげで目焼酎Lょう

※自助:
自分でできるζとは自

分で行うとと.家族同士

での助け合いも含む。

※共助:
互いに助け合うとと。地

据福祉分野においては、

社会保険のような制度化

された相互扶助を指す.

※公助:
行政が公的責任におい

て支えるζと.

※互助:
地按福祉分野においては、

近隣での助け合いやボラ

ンティアなど制度化され

ていない相互扶助を指す。

※地域包括ケアシステム:
高齢者が可能な隈り住

み慣れた地域で自立した

日常生活を営むために、

住まい、医療、介護、介護

予防、日常生活支援が一

体的に提供される体制.

※バリアフリー:
主に建築上の障壁(バリ

ア)を除去するという意

味で使われるが、高齢者

や障がい者などのため

に物的環境のみならず、

精神的・制度的にも、自

由民社会参加できるよ

う生活や行動に不便な

障害・障壁を除去すると

とを指す。

※NPO法人:
rNPOJとは、Non-Profit
Organizationの略称。
NPO法(特定非営利活動
促進法)の規定によって

法人格を取得した法人

のとと。

※事業者:
個人及び法人の民閉会

社に加え、公益法人など

も含む。

Z生

固 E~;I:r~主君
(1)ともに支えあう福祉社会を実現する

@地域福祉の充実

[D司
田園園田園園

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

よう、住民一人一人のできるととの実践(自助※)、制度化された相互扶助(共助向、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、地域の

様々な資源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

運用に努めます。EI司二Øíif[ll占王ι:;Æ;:~~.J!JI 
-地嫌福祉の総合的な推進

一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯が増加する中、認知症などで生活支援を必要

とする人が増えています。

また、近年、ひきともりや犯罪・非行からの立ち置り、虐待への対応や判断能力に不安の

ある方への支援など、地域社会が抱える課題は複雑化・多様化しています。

そうした状況の中、地域福祉の担い手の発掘と育成、相談支援体制や地域での見守り

体制の充実、一人一人のニーズに沿った支援など、地域包括ケアシステム※の深化に向けた、

地域福祉の総合的な推進が大切です。

・地域福祉活動の拠点づくり

本市の地域福祉の中核的施設である総合福祉会館は、バリアフリー※化を含む大規模な

施設改修にあわせ、地域課題に関する相談機能の強化及び福祉団体をはじめとした

各種団体聞の交流の場の充実を図りました。

今後は、社会福祉法人やNPO法人※など幅広い事業者※の地域福祉活動への参加を促進し、

各地域においても拠点づくりを進めていく必要があります。

-自立支援・生活援護の推進

生活困窮者や生活保護世帯が抱える複雑かつ複合的な課題に対し、多様な社会資源を

活用し:ながら、自立支援や生活援護など包括的な支援体制の構築に取り組むととが

重要です。

また、高齢化の影響もあり、医療扶助費が増加傾向にある状況を受け、医療・健康データ

に基づく健康管理を実施し、医療扶助費の適正化を図るなど、生活保護制度の適正な

運用を進めるととが必要です。



加申:各繍績の‘海持制/主軍~i)して:r.各電電bまち
加古書I防総会釣宮司

.障がい者福径の充実

t $$01 園固目圃園
R車がし、掃のおる入tfo地主ま住民の-，主として、住み倹れた地主義で安心して纂らぞるよう、

事震後、医療、教務、事t労相'の関係繊関と連携・笛カし、田敏生活や地総生活の3長a壊の
充実を図るとともに、社会ゆ加に向けた自立の&鐙づくりに努めます.
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..がい畿のa.!!E忠実畿の充実

織がい者の高o{じゃ向車@のき島4量化・湿度化が進令中、織がい唱fjs抱える書聖書Eやニーズ

も多織化しています.織がいをの自 ・~~した生活の実現にf向けて、多車量4主主体によるìli陣・総力のあと、
織がも噌畠緋綴織支援センター句 恥むに相餓1i後体制の充実司i:1I1Iるとと唱』弘海切な領有tザーピスの事lIJJIに向けた1i~離を符うととか重:です.
織がいのある子どもについての繍厳・療事管支緩ニーズが多種多織化ずる中、とども疲官官

1:!ンタJ 払領鉱製児盆鈎遣実..センター'VJ)移行時も¥通園疲.制機毒事t学前

の織がい県金銭1.. 鉱大しつつ、.8特性や発達段階に:{f)じた篠W支緩夜行ってい5ます.

S臨海1i畿の1M障を図るため、関係繊闘との連鎌強化による1i.体制!の鉱売を進めると

と怒掻窓です.

・織がい告の役会.DIlの促進織がい告や織がい看~..の活動唱r:It<鈎ってもらうため、ふれ~いtF~緩やふれ~ぃ
スポーツ教室などのftを実施しています。
また、，.tJOいのある入の祉会多加を促進するため、織がい幾重量Sリの解消廷はじめとした織がし峨コミュニケーションに係.æ鎌々な取組や、合理醐配慮置の袋9提唱抽選してい~す.今後も、手厳言臓のさらなる.&~，..特色に応じたコミュニケーション手段の獄事長などを混じ、社会#fJIIO)促進~IIるととが盆婆です.
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..働者錨訟の売実

I tiJjl 図図画園
海自由者が住み慣れた地主誌で安心して暮らそきるよう、地主蓄が一体となって、.らしを

支える体制づ〈りを推進するととあに、介緩や支援が必要な方のき主港後支える介鰻

ザ』ピスf/)充実を図ります.

また、いつまでも自分らしく、いきいきと‘らせるよう、生きがいづくりや給会穆加の

促進を国リ:J;す.

E ~ {~fY...:l‘互主ド~;司 I 1. -ーf~るし唱E支える鎗紛づくりの織法金I!I.における支えおいによるまちづくり磁の織となる、ささえ~い協自障会※fJ鮫寵され、
地紙の編紙銀短が整建されてきているIfl、線.の解決に向けて、関係線開がそれぞれの

役割後錯し¥新たな隼活支緩ザーピス※などの取総司E治めるととIJ$.められています.

1覧t.. 、H 症荷悌者が治初ずるIfl、銀知症に対するさらゐる連解の事普及と、窓僚への支援

や地総会係官?支える体制の確立が攻められています.

・介鎗サービスの発自慢

調58事Eが住み慣れたuで安心して暮らし書聞けるためには、ケアマ，*ジャーなどをE炉心とした翁銭安IH$lIIlの発.wt:1まじめ、在宅Ii.'介s造調警の体制~介筆翁.'の計画的な
鐙唱障を進めるととが虫震です.

また、介震保険制1111のiI:aな運営のもと、一人一人の.らしに沿ったきめ舗やかな3tmfJ

決められてい';:T.."1・障者ø~色ミきがいづくりと役会.111の鍵酒量捕E鰍ゆ却'Uj~ζ航、、医療や介績を必震とする翁働者fJlI加するととが見込まれています.とのととから、フレ1'J伊予鎗をはじめ、織的考の保健司陣.と介透予覇市~か同体的fJ:取組
の雛進IJI量穫となっています.

;:氏、百首飾著まがいきいきと事臨らし敏けられるよう、地儀社会へ毒菌纏1:11ζ，.t闘できる湾機

づくりや、生きがいとなる活動の促進t:図るととが鍾夜です。

、噌V曹冒雌称織



12章:各施策の基本方針/2安心して暮らせるまち

加古川市総合計画

(2)健康づくりや地域医療を充実する

@健康の保持・増進

Ift-tl' 
田園園園

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

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づくりと

※SDGs該当項目:
.貧困をなくそう
..喝をぜ日K
.すべての人に健康と植植を
・パートナ→岬7で目標暗且しよう

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図ります。 I※ライフステージ:

E~Jc.(!)J;][>Jl"lt: ;I;.~.öI.\LU 
-健康づくりの推進

生活習慣病の発症や重症化の予防が健康課題であり、健康教育や健康相談の充実を

図るとともに、健康づくりのための運動を促進するととが重要です。

『健康増進法」の改正や「兵庫県受動喫煙の防止等に関する条例」の改正に伴い、本市の

公共施設をはじめ、様々な施設等で禁煙化が進みました。

しかしながら、たばとによる健康被害をなくすためには、あらゆる主体がそれぞれの役割

と責任のもと、受動喫煙の防止だけでなく、喫煙者への禁煙の推奨に取り組むなど、

たばこ対策を推進することが必要です。

本市の自殺者数は、平成22(2010)年者ピークに-B減少傾向になりましたが、近年は、

40歳未満の若年層や60歳以上の高齢者を中心に、再び増加傾向がみられます。

誰もが自殺に追い込まれない社会を実現するためには、多様な主体による連携の強化、

自殺対策を支える人材の育成など、総合的な自殺対策の推進が必要です。

・食育の推進

食生活が生活習慣病と密接な関係があるととから、商業施設や多様な主体等と連携した

普及啓発などにより食育への関心を高め、ライフステージに応じた適切な食生活の促進

に取り組むととが重要です。

-保健予防活動の充実

本市の特定健康診査※の受診率及び特定保健指導※の実施率は県平均を下回っています。

健康寿命※の延伸に向けて、受診率や実施率の向上に取り組むとともに、レセプ卜及び

健診情報等のデータを分析・活用した効果的・効率的な保健事業を実施するととにより、

自らが健康状態の把握に努められるよう、疾病予防を促進するととが重要です。

人の一生を段階ごとに

区分したもの.通常は、

幼年期、少年期、青年期、

壮年期、老年期に分ける。

※食育:

現在および将来にわた

り、健康で文化的な国民

の生活や豊かで活力の

ある社会を実現するた

め、様々な経験を通じて、

国民が食の安全性や栄

筆、食文化などの「食」に

関する知粛と「食」を選

択する力を整うととによ

り、健全な食生活を実践

するととができる人聞を

育てるとと@

※特定健康診査:
メタポ1)ツクシン戸ロー

ム(内膿脂肪症候群Hζ
着目し、糖尿病、脂質異

常症などの生活習慣病

の予防を図るととを目

的とした健康診査.国民

健康保険や健康保険組

合などが、40歳から74歳

までの加入者を対象'1:

実施する。

※特定保健指揮:
特定健康診査の結果か

ら、生活習慣病の発症リ

スクが高〈、生活習慣の

改善による生活習慣病

の予防効果が多く期待

できる方に対して行う生

活習慣を見直すサポート。

※健康寿命:
平均寿命のうち、健康で

活動的に暮らせる期間。

WHO(世界保健機関)が

提唱した指標で、平均寿

命から、衰弱・病気・寵知

症などによる介護期閣

を差し引いたもの。
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-地減底割僚の発実

I tiJjl 固回園
市民が住み慣れた地織で、いつで色安心して医療を受けられるよう、医師会などの関係織闘と逮携した取組の推進と、底割臨機関繍互の逮携強化による 急医禽休期~O)

発==κ努めます.E 】C:!}::f:.~U' F.伺 11.

ーー治減lil個体"の充実

高度急性期・急性調閣を'fIlう病院として加省')11中5良市属病院が開院され、沿線の医寂事眠関

や訪問者費量ステージョン、{E司5震後・介議調車線支費量センターなど関係..との述書院の強化tJ銅られている中、地書事完結~医療休刊日jの先決Ië:r向妙、引き続き取り組CととtJ
Jft，められていEます.

・救魚屋・.絢の発鍵
夜間や休日、小児二次llU車体制について、震銀事自問の遺割障が鼠られているや、一次殺急

医療曜の定点似E向'ttdお継を翁'障に推進するととが型車薬です.':t;il:、不菜不型車な受..fi~民らすため、引き続き、市民Ii:向けて遺志受診の事事71;魯害事Ië:
努める必蓑があります.

加古111'1'掬哲鳥網骨量



12章:各施策の基本方針/2安心して暮らせるまち

加古川市総合計画

(3)市民生活の安全・安定を確保する

@危機管理体制の充実

[E!司
国園回国園

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。E~，'Lf!ñ;T~l" :rt;.I:;.:f-=l:J d. 

-総合的な危機管理体制の確立

近年、台風の大型化や局地的豪雨が頻発している乙とや、今後30年以内に南海トラフ地震※が

発生する確率が80%と予測されていることなどから、災害発生を前提とした平時からの

備えの重要性が高まっています。

そのような中、「加古川市強靭化計画」に基づく事前防災・減災、迅速な復旧・復興に資する

施策に取り組むととが重要です。

また、とれまでのあらゆる災害の教訓|から、災害情報伝達手段の多様化が必要とされ、

防災アプリの導入などを進めてきました。

今後も、I(T※の活用など多様な伝達手段の構築に努めるとともに、災害時における適切な

情報収集及び迅速かつ効果的な伝達手段の確保が求められています。

-災害予防対策の推進

避難行動要支援者※の把握と町内会や自治会などへの名簿の情報提供を進めるとともに、

自主防災組織※の活動に対する継続的な支援を実施しています。災害時の被害を最小限に

するためにも、組織のさらなる活性化を図るととが大切です。

避難者の健康を守るため、避難所の適切な運営を確保するととはもとより、地域主体の

防災訓練の促進を図るとともに、新たな浸水想定に基づく「加古川市総合防災マップ」を

活用した出前講座などで避難所等の位置や避難経路について啓発し、非常時に適切な

行動ができるよう、平時から市民の防災意識を高めるための支援が重要です。

-災害時対策の推進

様々な危機事象に対しては、「加古川市国民保護計画』や『加古川市地域防災計画」など

に基づき、迅速かつ的確な情報伝達や適切な避難所開設など、関係機関との連携・協力

のもと、被害を最小限に抑える対策を講じることが必要です。

また、大規模災害等の発生時には、園、県、他の自治体、民間事業者、町内会や自治会等

との連携・協力により、円滑かつ迅速に災害廃棄物を処理するととが求められます。

※SDGs該当項目:
.貧困をなくそう
.すべての人紅健康と福祉を
圃住み続げられるまちづ〈りを
.気候変動に具体的な対賞者
・パートオーシッn目圏在量且しよう

※南海トラフ地震:
南海トラフ(東海地方か

ら紀伊半島、四固にかけ

ての南方の沖合約100km

の海底におる延長700km
の溝)沿いで発生する地露。

最大でマグニチ1ード8.0~9.0クラスの地震が
発生するとされ、今後、 0年以内に70~80%程
度の確率で発生すると

想定される。

※la(情報通信技術): 
Information and Com-
munication Tech nology 
の略称。情報通信に闘

する技術、サービス等の

総称，

※避雛行動要支聾者:
災害が発生し、または災

害が発生するおそれが

ある場合民自ら避難す

るととが困難で、その円

滑かつ迅速な避難の確

保を図るため、特IL:支援
を要する人。

※自主防災組織:
防災に関する住民の責

務を果たすため、地場住

民が「自分たちの地域は

自分たちで守る」という

自覚、連帯感に基づいて

自主的K結成する組批

1宣



.消防・獄急修明日jの売実
'‘鋭)(j!8船首繍S:
釦 柵問 問時 I1¥9;1 ・...，ナ->"マ事・ー・渇..... 

回図

.，..糊防:
帯町村11:1111ぎれ托鴻跡事都及び司自前膚噌I:~.

厳滋U1IIr.i::
車畠野A*CI時免併を
受けて、給量樟.土の
"lIJ宅用いで、医獅時指
示時下IC、絵晶象骨組績
を特うζ桟棋とする4晶

画匝AED(自動体外，Jl:. 
. 鋤11):
Aut・m・t.咽 E同.rn・I
DellbrOlat制申略称.正
惜1<*調l4!i量リ出すと
とIIt"11);<皐ヲ<1b()I瞳曹止吠舗に~晶ð!lf;:
対L町艶ショック寄与えて.，.~先・6申 民

議心細.性調i:
1M:唱曲〈圧迫した仏血
者世脅迫，o;::とによづT、比重ヲτ~，.，.免b・i>
'磁自動"量酔伶方議.追従隊~4':
$市型皿、λ者意揖する
埴舎に雄、「障がい4降、
縫がいめ勿番人』とD島が者で事認しτL.....ð..~~.、議令や・有名"など
棺rllhfJと海手守曹隠

している.

鎧

事前尽の生命と財産唱をゆるため、消防体制の先.や火災予防の緩進毎回るとともに、fd!l'教命体湘Ij~充実するなど、総合的な消防・級魚体制jを!砲立し2置す.
E1. lZ>:iif_l，_lU:.(.:j I 1. 

ーー海軍隊..舗の策実

i終轡の多織化・大匁績化1<:.貴すし、必療な知自韓必衡の.劇駐が進んでいる命、より遜速な滋急・'*..，活働者E行うため、消防・殺急隊員の活動能力の向上はもとより、3有WHi~!事・
繕祉行者量級関等との進atsa震で1'.調!Jf.i誌におけ-?>消防防災のリーダーとなる涜防団については、各種飢餓やiI智司~i嵐じ、地織防災カの向上が豊富られてい*す.今後、清防団と?!t.鋪消防擦の<!らえI:~進告障の鍵進
s‘窓で亨.

・火災予織の鎗自民

近年、/.u火件蜘必繍ぱいで推移する中、出火件書監の減少に向けて、住宅用火災脅線舗の

股鐙及。遺志な緩持管理の周期・啓発後行うほか、.鎌月時1;:対するit切な釜調書の実施

tf，必還です.

・殺.・a・-事闘の充実

教愈創動件数iE加え、織送人員.tI.*初鯛旬にあります。

.俗化の遂行等により漁象絵命需要tf，-，耳目制日ずる可能後tiI.く、予妨殺併殺象織

の述Dtli自についての魯婦が.$Jt，められてい*す.
*tt、数象絵命士磁の養成や'AED(自動体外式"繍勘繰}・e使用した微命鴛宮町会司J-1:定期的に鱒骨面しています.引き続き、AED唱1:1lIいた心筋線自主~.~ど応急手当のさらなる
.&8売に取り組むととが曾棄です。一方、耳Ulや貢跨・の舗向島織がい織のある入や~同人など、自民もが緩急盟E暗躍・逮絡ができる
手段の充実-1:11るととが鐙薬です。

総宮前鈍.I!・E



加申:寄鍋績の‘海持制/主軍~l)して:r.各電電b輩ち
加古書I防総会釣宮司

.防犯・交漕安全対策の難訓S

f t$t;a 
園圃回目図犯罪や~遇司 tå1のない『安全・翁Mì. な~ちをつくるため、=rど念や..席者そ見守り、市民のI!fj犯・~遺留官会愈裁の向上4E努めるとともに、地縮;:ifSける閥E活動や祷覇障など

関係繊聞と灘携した閥s.交渇安全対織を錐途ほれ

E E 主~，T_~，{I， F_~;司 1 ，1..ft~.)カメラ・見守りザーピス，(/)鎗.8l 忽湿周
進学総周辺や紛線道zllE治L、への見守りtJメラ援の鍛置や、民慨嘆黛者との連携による !~りサービス援を噂入ずるなど、防犯対策を型車じてきたとともa閥、近年. II1諸問e;蜘
符識は畿少事国向にあります.

とのようなゆ、JIIJ糊臓のさらなる調紗湖町、見守肋メラ%。り←ピスを効果的1;:

運用するととか汲められています.

・治"におけるITJE活動・の縫進

市内の各地織では、r一戸一灯防犯運動様Jや防犯・鎚昆パトローIレの災訓弘防犯tJメラの

酸置など、総々 な閥13.交通安全活動に耳EυIl*れています.

一方で、人口減少、少子高富市化の進符に伴ι、、地織の担い手fJ，不足しつつ高島り*t'.
とのような中で、地量産が継続的に紡犯・炎巡安全活動後泉純するととがでをるよう亥費量

ずるととが*められていEまず.

・ヨ足湯安全線"・8鎗の絵適量

指混入身司陣後身生件蜘訟減少術旬である一方、会徐に6，める.館者や自転IIIfJlII1O属する
.放の割合tJ.;綱初傾向にあります.

こうした中、幼児から滞鯵者1まで編広い年代接対象とした炎滋安全対策:<1)推進や、交通

Jv-Jレの遵守徹邸Z向，tt.:関係機関との遺割曜の強化が求められてい*す.

震瞬時舟見賓と烏守り由メ予

図
'民訴沌a臨調繍島:

.... 町'()Aμ温陶肱“e.".シグ・平・e鱒視しょ"-み・.$16れるs・~<リe・・・U企傘盤をすぺて廻Mf.
111争仲骨内情劇醐岬

減"蛾滋.:
穆市崎令市内の書地域開虫調関濯lt.'~主貨車骨
格と事革論島.

議Jt¥1'日'b1l-苦:罰IIØ鰍止や司.~・的l;Il!lII~・圏.1:と毒
菌的隊、市内骨量E宇慮、
字続:&び公慣周辺、主
!II!温島噛実益点指どを
同TOJ;:市部信置した、
ビーコンタヴ司書知11量
向車庫1.1t錫甑カメラ.

紙Jt¥1'!)サービス:告ーコI~I 'を蝿3食鎗
・唖骨量屋倒峨厩鰻者
銅寝暗や寵続時;>:，守ート

7"，シ暢Zお鳴皐It'n
サービス.ビーコンタグ
:trら舟曹され革・瀧は‘
吉宮内書llilc償提古t¥ft
見守υぉメラ"'.町公
用忠傷使パイ夕、IJ'I:

部恒7'7')‘イ::'-;1.1ト-1~1.1I:;r:マートヲeツ草どで輸摘すれ~.子ども
や臆抱腹申先棒符労早

明と軍事思れ申11>41寓
".<1.>見守りザポート
曹を田崎止した、卸竃川
$'!:.散の事a・守取

リ厳んでい'1>曹畢協骨.鎌.
lIEー努ー何百絹軍溜a:
各線o・鋼所宅、門町

...霊園釘寄卓却しτ屋
外寄明器〈ふ留属現.
...鑑λ浴、世置2揮者II!
eラとい予週日目ゐ

組



。安全・安心像消策生活の錐遭
'‘鋭)(j!8街省蝿圃・

宮悦稿品 I1¥9;1 
回図

車黛成縛縛犠湯割匝:
来瓜#膚が量定代理人
骨期富者Ifj"li:鎗ん1t
鎗随時、厩I)灘すととが

で曹品衛純.

盤

3肖演さの主体的な選択・行動による、安全・安心な鴻R生活の実現をめざし、市民

一人一人のよりよい湯気生活に向けた怠識の向上や知識のI!r得に向けた取組を変調ーするとと~，ζ、関係場開との速績による灘震老後轡の燦然jVj止を周り1ます 
E1. lZ>:iif_l，_lU:.(.:j I 1. 

ーー潟.司1..の織選
成年年紛明l傘下げにより、18除 19"障の若者fi.f朱成年者札鳴がJの保績の対象外と

なり、低年鍛/11;:餅する占施策者トラコカレの利回tJlts緩念ぢれます.とうした呼氏名世代の締役や金活シーツ，;:~じた鴻貧者敏衡を実施するととが鍾震です。
・湾賞者保.対療の充実身lζ えのない媛S!II~'やインターネット1;:鱒速するトラブルなど、3湾 *トラブルの
多種多術ω進んでも、討。とりわけ篇梢からの消策制服が糊して制品織の

.wも錆生している状況です.

とのような中、消策唱f.Wti:朱然に防止するため、調書貧者'ts還しい知織を賓待し、遺切な

3湾総者行動が沼択できる環境づくりを行うと.1:;4>1;:、関係織防t乙遺訓障した見守り体制の
強化や'fIl殴体制のさらなる策実約必要です.

滞債唱Eト苦労同制欄6Ji:伝おす事魯fII



TE駅舎繍繍鷺渇臨本方1+/主安心して:r.事ぜる軍事
加古I1防総合釣潤

.斌鍵.会の磁僚と労働破線の向上

f t$t;a 

園田園田
園圃図移民tJ安心して4・~、i:I::.と生活の鳳剥がとれた車庫らしを営むととが きるよう、

関係畿測と達自得した.議機会の自健保を図るとともに、ーーをやすい耳慣袋づくりを途ðb~ます.
E E 主~，T_~，{'. F_~;司 1.1..a.実費Eの錐到底2主roにおいては、=*唱~.，.:市外1.:転出する若者の割合fJ翁〈なっているととから、送車lõiJ盟~:i1まの市内怠舗や車E入促進司~1I9とともに、E制、金銭高喜と大手企黛との賃金

絡釜の是正を目的とした綴々 な鱒.，;:取り組んできました.会包鈎には盆定年a市人口織が浪少する一方、余金や倫傷者の給調匝準~.土事早世間向にあります.~1t，4陸線沼周現9t胞が糊E傾向}ζ"'1)、そのゆ も不**非疋車問調1m労鎗ずは
-lSの.1会:を占めています.とのような中、学生:t:1itじめとした象縁者と企織とのマッチング.~、fJI:.疋錦雇用労働者や
鉱労していない若者など、多織な働'!手伝対する総集織会の棒銀が求められています。

・労‘源相曜の肉よ

働く入の健康治逢や仕司郎E対ずるモチベーションの向上毎回るととが求められている中、

事面積j厚生の総発や魅力的な織布陣づくリに取り組むととか醤夜となっています.

..:.!.万波・O)縫滋
ライフスタイ1戸 に合わせた鈴'!!1!iゃ、湯舟介織との両立など、自由く入のニーズ隊変化して
います.とりわけ、新型コロナウイルス..銚総大防止のためS陸自属されたIti祉制限Ii:伴う

在宅自由君臨{テレワーク竃}や鈴.泌勤電撃の湾入隊、企織やm・<<0.織を大きく変化ぎをf~しh::.今後、ます~す鎗ヨ~1:ir[(撃の推進やワーク・ライフ・バランス※の実現1<:向けた耳l'直後
加速させるととか攻められています。

JO・7"7'告側信組置滋食}

図
'民訴沌a臨調繍島:

_:な〈令ヲ
幽 晴樹酬臨
・ヲ'"シダ戸等・.. 現ι公う
輔 酬明制限加減働
u:融欄冒嶋崎判明・H柿嗣岬甲.司降O:<~，
.作ト+今ず刻蝿圃削島崎

衛生息尊厳All:
年IH.I人口のう曹、注a
酒働申司炉心elUI年惨
の入国蝿を繍l..B*守
刷珂T(bIS禽虫調肺
λロblU¥Ii:相当する.衡不調Jt.~与æ.."
労..:
車線開噂且.<<康民舟仕
事がないととを主駐車E
JlIel.T非正範雇用時
Ikっかたん

語使予イ?ス酔(Jv:
tlA'や織田町茸者方.単~.j'，生活相茸嘩穏且τ、
そ申人容し害司tiil.，織
は鰍.'Sれ品.語使子レチ-~:
ぽY牽制思し、時閣惨鳴ffi~:有真由民活F躍 君事
豪放な備管方.

語使'1-'1'苦イフ・パ号:1，，:
一人.. Aがやり8いや:lt
a織を持ちなが寺姐曹、
怯調J.t.骨健怪奇蝿世?と
ともは‘模擬や唱級生調ー
などIC8いで令、ヂ曹をt
期、中高年婦といった人
生噌&111晴1.信じて・
歳月量生警請が事JR.u
ff晶Eと寄留す.

鐙
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