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※SDGs該当項目:
・賞圏をなくそう・t\舗をぜ日I~
置すべての人.，;:.健l康と栢祉を
.賓の高い教育者みんなに
圃クェンダ一平等を実現しよう
.働者がいも経済成長も
圃住み続けられるまちづくりを
・つ〈る責任っかう責任
.気候変動K具体的な対策者
.海の量品、古在守ろう.瞳の畳tf'~も守ろう
・平和と公正聖司『べての人に
・パートナーシげで目焼酎Lょう

※協働:

市民、地減コミュニティ

団体、市民活動団体、事

業者、大学、行政等の多

様な主体が、地域におけ

る課題をともに考え、共

有し、それらの解決やめ

ざすまちの姿の実現に

向けて、互いを尊重し、

それぞれの特性を生か

して力を発揮し、一体と

なって取り組むとと。

※まちづ〈り:
道路や公園、建築物な

ど「ハード(物的)面での

施設づくりや保存活動」、

さらには、市民の健康・

福祉・教育、コミ1ニティ

の形成など「ソフト面で

の人づくりや仕組みづく

り」を含めた活動を指す。

※かとがわウェルビー

ポイント制度:

市民の社会・地域貢献

活動への積極的な参加

や、健康づくり等に取り

組むためのきっかけと

活動を続ける楽しみに

なるよう、市が対象とす

る社会活動や地域活動、

健康づくり活動等に参

加した場合やポイン卜加

盟盾で買い物等をした

場合にポイントが付与さ

れる官民協働による制

度.貯めたポイントは、市

立学校園への寄附やポ

イント加盟J査での支払

いなどに利用できる。

※コミュニティ・スクール:

保護者代表者や地域住

民などで構成する学校運

首協話会を設置し、保護

者や地織住民が学校園

運営等に参画できる仕組

みを有する学校園のとと.

※事業者:

個人及び法人の民間会

社に加え、公益法人など

も含む.

※ライフスタイル:

個人や集団の生き方.単

なる生活桜式を超えて、

その人らしさを示す際

，;:用いられる.

且生

回 E蓮沼区‘'l!)l;LW克司

(1)まちづくりの進め方

@多様な主体と行政との協働

Dl司

国困園固園回目
園固園固固園

まちづくり活動の活性化を図るため、市民のまちづくり活動への参画を促すとともに、

多様な主体聞の交流・連携や市民等と行政との協働※によるまちづくり※を推進します。

また、町内会や自治会などの地域コミュニティ団体の活'性化を図り、地域の特色を

生かしたまちづくりを進めます。E河臼~if81~ILI:;.'f.:l: J!JI 
-市民のまちづくり活動への参画促進

本市では、社会貢献活動や地域活動への積極的な参加の「きっかけ」と、活動を続ける

「楽しみ」となるよう、「かとがわウ工ルピ一ポイント制度、に取り組んでいます。

一方で、市民意識調査では、まちづくり活動をしている市民の割合は2劃を下回る中、

まちづくり活動への参画意欲がある市民の割合は5劃を超えています。

そのため、様々な情報提供や啓発活動等を通じて、市民のまちづくり活動への参画を

促していく必要があります。

さらに、地域の課題と市民の関心をマッチングするなど、一人一人が地域において活躍

できる取組を進めていくととが大切です。

-多様な主体聞の連携・協力の促進と行政との協働

まちづくりの担い手として期待される市民活動団体については、それぞれの特色を生かし、

福祉、子育て、教育、環境、防災・防犯など様々な分野で活躍しています。

しかしながら、新たな参加者が増えず、市民活動の広がりが留まっている団体もあります。

そのため、団体同士が交流者深めながら、個々の団体では解決できない課題について、

多様な主体がともに向き合い、連携・協力することや、行政との協働で取組を進めること

が大切です。

また、コミュニティ・スクール※の導入を契機として、学校と地域との協働を進めるとともに、

高校や大学との連携・協力のもと、若者が主体的にまちづくりに参画できる取組を推進

することが重要です。

-地域コミュニティ団体・市民活動団体等の活性化

町内会や自治会などの地域コミュニティ団体については、児童生徒の見守りや地域の清掃、

防災への取組を行うなど、地域がつながり支えあう重要な基盤となっています。また、市民

活動団体や事業者※、大学等多様な主体が、子育て支援をはじめとした地域課題の解決に

向けた活動を行っています。

一方で、世帯構造やライフスタイJレ※の変化によって、地域のつながりが希薄化し、役員の

固定化や高齢化が進む団体が増えつつあります。

そのため、地域コミュニティ団体や市民活動団体の活性化を図るとともに、市民ニーズに

応じた新たな活動に取り組む団体を支援する必要があります。
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加古川市総合計画

@シティプロモーションの推進

IE$BI 
回圏園

シビックプライド※を醸成するため、市政情報の的確な発信や広聴活動の充実を

図るとともに、豊かな自然、文化・歴史や活躍する人々などを戦略的に発信するなど、

本市の魅力を積極的かつ効果的に活用したシティプロモーション※を推進します。E~;:Llí)j" ;l百lat;.!:;.~.::I ~f;J. 
-戦略的な情報発信

広報かとがわや市ホームページ、フェイスブックやインスタグラムをはじめとしたSNS※など

の様々な手段により市政情報を提供しています。

また、見守りカメラ※.見守りサービス※や子育て支援策などについて、特集した冊子を

作成し配布するなど、わかりやすい情報提供に努めています。

しかしながら、市の主な取組に関する市民の認知度はまだまだ低い状況にあります。

そのため、伝えたいターゲッ卜を明確にした上で、適切な内容やタイミング、発信手段を

選択するなど、戦略的に情報発信を行う必要があります。

・広聴活動の充実

多様な市民の意見を市政に反映するため、行政懇談会や地区別行政懇談会、オープン

ミーティングの実施など、「対話』による広聴活動を展開するとともに、スマイルメール

システムなど、広聴の機会の充実に取り組んでいます。また、市政に対する満足度など

様々な市民意識について調査を行っています。

しかしながら、市民の意識やニーズは社会環境に応じ変化し続ける中、市民の声を広く聞き、

市政を運営するととが大切です。

そのため、市民ニーズの的確な把握に向け、さらなる広聴活動の充実に取り組む必要が

あります。

・魅力の再発掘、育成

本市は、加古川をはじめとした豊かな自然、日岡御陵や鶴林寺などの文化・歴史、地域で

様々な活動を行う人々など多くの魅力にあふれでいます。

しかしながら、市民にも十分に知られていない魅力的な地域資源や人材が多く存在して

います。

そのため、市民にとって愛着と誇りあるふるさとつ、くりを進めるとともに、本市に継続的

に多様な形で全国の人と関わってもらうため、市民や事業者、行政が連携・協力しながら、

本市の魅力を再発掘し、育むととが大切です。

固
※SDGs該当項目:

皿住み網けられるまちづくりを
圃平和と公主を寸べての入住
圃パートナーシげで目置を量血しょう

※シピックプライド:
都市に対する市民の誇

りや愛着心。

※シティプロモーション:
交添人口や定住人口の
確保等により地域を持

続的に発展させるため、
地繊の魅力を内外K向

け発信するなど、知名度
の向上や地域住民の憂

着度の形成を図るため

の取組a

※SNS(ソーシャル・
ネットワーキング・
サービス): 
Social N etworking 
Serviceの略称。登録さ

れた利用者同士が交流

できるウェプサイトの会

員制サービス.

※見守りカメラ:
犯罪の抑止や事件等の
早期解決を図るととを

目的に、市内の通学路、

学校及び公園周辺、主
要道路の交差点などを

中心に市が設置した、

ビーコンタグ検知器を
内蔵した防犯力メラ。

※見守りサービス:
ビーコンタグを持った対
象者の位置情報履歴を

保護者や家族のスマート

フォン等にお知らせする

サービス。ビーコンタグ
から発信される電波は、
市内各所に設置された

見守リカメラや市の公

用車、郵便バイク、かと

がわアプリをインストー

ルしたスマートフォンな
どで桟知される。子ども

や認知症のため行方不

明となる恐れのある高
齢者の見守りサポート

等を目的とした、加古川

市と複数の事業者で取
り組んでいる官民協働
事業。

且亘



※SDGs該当項目:
・賞圏をなくそう
置貨の高い教育をみんな虻

圃ジヱンダ一平等在実現しよう
.安全塩水tトイレ者世界中に

.士主Jレギーをみんなにそして予防市

.働者がいも経済成長も

・産腐と按術革新の益盤をつくろう
圃住み続けられるまちづくりを

・つ〈る責任っかう責任

.平和と公正をすべての人に

・パートナ→岬7で目車圭uしよう

且重

@効果的・効率的な行財政運営

'--E $-11 1 

園田園圃固困
園田園固園

市民ニーズを的確に捉えつつ、新しい生活様式を踏まえた質の高い行政サービス

の提供に向け、持続可能な行財政運営を推進するため、社会経済状況の変化に対応

できる組織力・職員力の向上、経営基盤の堅持や先端技術を活用した情報化を進め

るとともに、SDGsと連携した取組を推進します。

E，;，'LDiilol" lLA抑止UJ.咽

-組織力・職員力の向上

人口減少、少子高齢化の進行など、社会情勢の急速な変化が進む中、行政サービスに

対する市民ニーズは多様化しています。

そのため、市民ニーズに応じた質の高い行政サービスを提供するとともに、将来にわたって

活力ある地域社会を維持するため、とれまで以上に、効率的で効果的な行政運営が求め

られており、時代の変化に対応できる実効性のある組織体制の構築や、職員の能力向上

を図る必要があります。

・経営基盤の堅持

高齢化や全世代型社会保障への転換により関連経費の増大が見込まれています。

また、「子育て世代に遺ばれるまち」をめざした日岡山公園の再整備や国道2号の拡幅・

対面通行化、神吉中津線の整備、国土強靭化への対応などを進める中、公共施設や道路、

橋梁や上下水道などインフラ資産が、大規模な改修や建替えの時期を迎える乙とにより、

財政需要は大きく増加する見込みです。

そのため、継続的で安定的な行政サービスの提供に向け、公共施設等の再編、長寿命化

の推進や、不断の行政改革に取り組む必要があります。

また、税・料金の収納率の向上や、民間の技術や貴金の活用を図る乙とで、財政の弾力性

の回復と健全な財政運営など安定した経営基盤の堅持が求められています。
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12章:各施策の基本方針/6まちづくりの進め方

加古川市総合計画
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