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(1)子どもの健やかな成長を支緩する

.結婚・出産・子育ての東銀

I !!.j )1 

回目園回
固歯固園

社会全体で結婚・出産・T"てを応費量ずる鎗週障を滋liするとともに、ライフザイクル

後混じて切れ自のない支援体制唱端銭し結婚出産・子育てのお:i!!紳+えられる家宅5

づくり掘を進めltす.

EI {:'.F.T，l.ll'.~ .f 司『をE
-安心して結緩・温度・子宮Eてがマftる源相障の機織

少子イヒの獄初演砲として、晩蜘ω進行や生涯禾鎌織の上弘窓艇や地憾の子駅カの鉱下などが鍛練されており、その'foføには、tI:.と子育て~蔚!Z:~をる混線鐙備の淫れや
商事学.!!化、結婚・ω去に対する価値観の後化、デ努て1<:対する負鍾織の車館大、事!U時的
不安定の織大などがあるとされています.本市では、結鎌~.車~i躍する人の出会い司Eサポートずる市民活動への助成や、不妊・不r著書室治鍛慣の助成、延繊細蟻、~!III翁司F、気鎗児健康診望fl<:飢え、とども医鰻慣の無償化など鎗傷・妊娠.~a.ヨF曾てに係.:5各鍾支Z置の策部Z取り組ん明，、疲れ
鎗a面憎から子宮署て3窃までの総合的な少子化対策が窓軍撃であり、役会全体で結婚・面白書jt.

子育てを応mずる鎌還を組成し、ライフザイクルを混じて切れ自のない実録体制そ得策

するとと慾必震です.

ーー沿線の子宮躍で支湿の現灘

少子化や畿銀態化の通行、虫色緩進機意書院の事量買事化などを1fllJζ、子資てに対する不安

.'"量鐙績が淘大しています.そのため、子*てゅの創司士fJ"*.習量できる..の倉U~島、銚震後児重量クラプ驚の売業t:.e、
=J:務てそ地主誌で支える環境の慾備が求められています.

宏氏、児童泡得者事4捕する稲掛$糊日傾向!t:a閥、縮織内容が繊細乙しています.

そのため、学級盟、地緩及び鱒係..との違織強化によみ児童舟待の朱然防止や、各..  の状況に応じた適切な鎚筒、綿織4車市防充実などが ~.められてい~す.
そのほか、高E溌鈎な問E思を抱えるひとり銀銭底への&a手当の給付や各紋底の状況に

応じた繍畿支舗など、子どものftlll対鎌が必暴悪です.

とんはt除赤ち・lI.I由廊
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加古書I防総会釣宮司

.就宅隣削教育・保育の充実

t $$01 園図画圃圃園
幼児織の教育・保脊司D震の機保と貨の向上.1<:取り組むとともに、然遺や学び迫D連続性唱E

11:携した殺事Eの充実司監周り、子ど6たきのさEぎるカ躍の&11障を資み、'健やかな成長谷

支えます.

E • [:f王一T~1‘1I ~;_~~ I '1 

.to児織の叙事官・録音Eの盆の濠録とIIIID向上

令和元(2019)年1明治、ら幼児級官官・保育の無償化tJ，陸自魅されたととIe:より、保育民対

する利用ニーズIi一時的に貴闘大ずる唱与のと予怨されますが、.学紛の子どもの人口は減少傾向で'<5+J、保育め鍾は遇制 なるζ が完治まれ~す.一方で、貨の凱峨型炉保育4晴供するためには、保育念不定の筋商が線信 なってい，~"，.
そのため、将来予測を織まえた教務・俣湾の量1<0破保4ζ鍔めつつ、保育::tII保.含めた

貨の向上に取り組んでいく必要書がおります.

・9事iIや駅F制緩齢鑑割問1，，1::1聞の鍔策

幼児期は、生涯にわたる入絡形成の‘織を泡う.軍(1，1:時矧であり、幼児一人一人{I)心身

の発途や学tJの逮銀色唱E'a.した敏穏を行い、心身ともに鍵やかな..  を仮すととが

大t.z!"t'-T.
そのため、引き続き、幼縫酒、保管所、s定とど也圏内ζおいて、f1Ja笛'JI(市車t!J!M殺事苦カリキユラ'b...J~渇じて、発達や学び司D連銀色を窓復した署員資司D充実司~IIる  が窓聖書
です.

・殺.Iiの嫌気鎗カのI旬よ

幼'.国検自由、者員資金及び5.敏司自には、紛児唱f連商躍するカや幼鰭11ft.軍耳領、ii覇軍所
係官智指針、尊重禽・係省Ul領などに.'づく敏明臨・仮事揮を後供するカだけでなく、保1Iぎとの関係~~鳴織するカや、小学後教務への円滑な鎗畿のために必震なカなど、多車線1:.量E
銘力候求められています.

領官野守命保曹の儀子

'民訴沌a臨調繍島:
_:な〈令ヲ
幽 晴樹酬臨.9:r)o'I'【平... 肉鴨u.，
IIJJ・・-老舎〈・9
..  網&傘nr々~
.，.・円陶砂税同容・a・-通帳愈曹司~:tJ:
都議lI'!Il:知隙・強調際曹

笥」を札'"聾活用しτ、
自事轡晃、判断し、曹司E
T.:);Cと民より、輔々 車
問舗はali嶋民主fltし、
解説するカなど唱噸t
立学カJ、自ら在縛しつ1
他入ととも'"歯髄ふ他
人者思いや晶心や感'

Tddなど申f豊かな人間色J、先〈曹し<~曹る
ため叩f犠緩や体力J'"
J句シ虫舟とれたカ.

総限定<.I!も・:
&骨傑...寸脚拡持
う値厳'r'...I，'、わゆる誼111
置と&11'肝暗闇方的蝿古膏"竜)~持ラて日事
筋耳b

滅菌・古I1怖協事E鱒...カ叫ヨ~.1手ム:
lt桜前崎'fl!も先哲朗
司t.，.鎗本*提渇怯綾ず
轟耳le、小事桟主活審円靖I~.~C がで守
るよう、本市が掠自民噂
λした揖湯治υ，¥，-"，ラ'.t..

量1



※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
m.Aや圏の不平等暑なくそう
・平和と公正をTべての人に
・パートナーシげで目焼酎Lょう

※協同的探究学習:
東京大学大学院教育学

研究科の藤村宣之教授

が提唱する、「わかる学

力J(物事の本質を捉え、

他者と協同しながら問

題解決に向かうととの

できる力)を育成するた

めの学び方。

※生きる力:

基礎的な知義・技能を習

得し、それらを活用して、

自ら考え、判断し、表現

するζとにより、様々な

問題に積極的に対応し、

解決する力などの「確か

な学力」、自らを律しつつ、

他人とともに協調し、他

人を思いやる心や感動

する心などの「豊かな人

間性」、たくましく生きる

ための「健康や体力」の

バランスのとれた力。

※ALT~外圃悟指導助手:):
AssIstant language 
Teacherの略称。小・中
学校などにおける英語

教育において、授業の補

助を行う外国人講師の

とと.

※グローバル化:
資金やサービス、情報等

が、とれまで存在した国

家や地域などの境界を

越えて流通するととによ

り、地球規模での一体

化を生み出し、地理的距

離や領土的国境が意義

を失うとと。

昼2

@義務教育の充実
園田園圃固園

'--E $-11 1 

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」老身に付けた児童・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

質をさらに向上させる取組、「知・徳・体」をバランスよく育む教育を推進します。Ed冗臼1Ff百1~1t;.!:;.'f..":1.: JHI 
.r知・徳・体jをバランスよく育む教育の充実
社会の急激な変化が進む中で、子どもたちが未来を切り拓くために必要な能力は変化し

ており、学校教育の充実が求められています。

そのため、義務教育における基礎的・基本的な知識・技能の定着を図るとともに、学習

した知識や技能を活用しながら学びを深めるととが重要です。また、道徳教育や体育・

健康に関する指導の充実により、豊かな心や健やかな体の育成を図り、「知・徳・体」の

バランスの取れた「生きる力※」を育む教育の充実が求められています。

• rわかる学力jの向上に向けた協同的探究学習の推進
全国学力・学習状況調査に見られる本市の児童生徒の傾向として、答えや解き方が1つに

定まらない問題に対して、多様な知識を関連付けて解決を導き、その思考の過程や根拠を

表現するととに課題が見られます。

そのため、「協同的探究学習」を核とした授業づくりにより、「思考力・判断力・表現力」等

を培い、「わかる学力』の向上を図ることが重要です。

-外国語教育の質の向上

令和2(2020)年度から小学校において完全実施された学習指導要領において、小学校

3・4年で外国語活動が始まり、5・6年において外国語が教科化され、授業時数も増加して

います。

本市では、ALT※を活用した英語活動の充実に取り組んできました。

今後も、進展するグローバル化※に対応するため、外国語教育の質のさらなる向上が求め

られています。

-教職員の資質能力の向上

子どもたちの「生きる力」を確実に育成するため、教職員には、教育への情熱や自ら学ぶ

姿勢などの資質に加え、学習指導要領の目標や内容を達成するための授業力や子ども

たちの人間性や社会性、規範意識などを育むための生徒指導力などのさらなる向上が

求められています。
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f t$t;a 

国園田園
目圃固図

鱒がし併のある子どもの能力そ媛大原';:fIIltし、自立や社会参加に必義なカ;f縫うため、

子どもの個々 の特色に応じた教務の充実や翁調車体制の強化.{fll!lるとともに、市民の隊司警に対する理解やIU障を促進し、イン ルーシブ殺事'システム※の総司隆司長調~ð6*す。
E E 主~，T_~，{'. F_~;司 1.1.
-子どもの信々の締役にAI，j.1t.貨の発実.~撃の..イヒ，~..(乙とともに、信事院鈎ケアや身体介助などを必軍事とすら子どもの'1合が綱領傾向1<:$ります.*ñ:、週I~蓄の学級I;:tfI臨すみ、学習聞.~豊(lD)や注耳障欠絡多創建隊司~(ADHD)などの発途織がいのある子ど6の司師会fJ:貴闘E傾向;:a;ります.
そのため、学後111;:;15いては、織がいのある子ども一人一人の教脊約三ーズに応じた指導や愛媛のさらなる発5提唱~I!Iるとともに、at学Mb'ら軍事.までの切れ自の君主い，jf:fI
を行う体制jを..障する必震がa;ります.*11:、隊舎の有無にかかわらず、ともに学ぶ

ととIJ.'できるイン-7IP-シヲ敏‘システb..(の線療が2車窓です.

・紋..の後鍵総力の向よ特別念:級事f(ICJ:i:緩や園a~障を必a震とする子どもへのS首相'唱~1f突合せるため、理事門的な続修等唱E通じて紋歳Aの専門住者~i糧事量するとと~，ζ、子どもの関車@の状鎗望書1':応じた泡切な指場カ~向どするととが必療です。
.i'首尽の.，，，乙対ずる還鯵..・-の鍵到B
織がい児がを・ずる与後債の子どもやそのilil圏直者だけでな〈、すべての割IiAe.，，，ε
対する浬解や篤織を涼めていくととが大切です.

S自古1I捕削睦学織の撹IIO・子

'民訴沌a臨調繍島:
_ :な〈令ヲ
町 々明時指融輔‘e
- 鴨欄踊お輯
.""ジずー... もa・I.~
- 棋噌田崎踊a'I胸嗣岬甲.司降O:<~，・・・.~Ql!;・，.，...."臥'"
世 トト少守刊で側阻治...，

縦M.tt識食事.:
陣剖いの畠る幼l!t..!It
量・生穫の自虫ゆ社会'
1lIlo:由けた主樟的証車
錫告支援するともゆ量点I~忠君、幼鬼・見.・書提一人一人的機JlJIIII:'-~
e鍔鰻し、そ串持てる拘
を書晶、生活や宇冒土舟
箇織を司t.または11I憶
す昌世め、逮切な摘噂及
。晶圏禽傘援豊野うtt.

哨然、:
本市守陣、入智車婚する
海告転院、「障が為、書、障tJ~.喝事量入JG06嘗
阜で轟蝿してやる.証書弘
簸.'1>11有名由ーなど肱
e陣・'Jと織乎で揖割Eし
てい暑.滋イツ~III-~フ.... 
システム:
織がい噌ある梧が轄神
拍車ぴ膏曲師c能力事
華町飽$蝿大風.lU で
偽情古‘言、自由な社合拡
豊島畢暗に4・m曹守帯E
とを目的とし、憶がい酪
a防省と隙却し哨Z品、
制脳相 挫臥

盛運



※SDGs該当項目:
・賞圏をなくそう・t\舗をぜ日I~
.寅の寓い教育在晶んなに

圃ジzンダ一平等者実現しよう

・安全危水とトイレを世界申に
・エネJレギーをbιI.IIL'そして'?'JーンE
・産腐と按術革新の益盤をつくろう
圃λや圃の不平噂者なくそう・パートナージップ~目駐車正しよう

※申学級区連.ユニット12:
中学校区を一つの単位

(ユニット〕として、その

地域の認定とども圏、幼

稚園、保育所、小学校、

中学校、益護学校が相

互に連携し、家庭、地混

とも連携を図りながら

子どもたちの連続した

発達を支援していくた

めの取組a

※コミュ=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

運営協議会を設置し、保

護者や地域住民が学校

園運営等に参画できる

仕組みを有する学校園

のとと，

※協働:

市民、地揖コミ1二ティ

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、互いを噂重し、

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。

量生

@教育環境の充実

'--E $-11 1 

国園田園圃
固園圃園

子どもの学びや育ちを支える環境の充実を図るため、校種聞や学校・家庭・地域の

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、安全

で快適な学習環境の整備を推進します。Ed冗臼1Ff百 ~It;.!:;.'f..":1，: Ht. 
-教育支援体制の充実

「中学校区連携ユニッ卜12※」の取組を通じて、幼児期から義務教育終了までの連続した学びや

育ちを支援するとともに、枝種を越えた子ども同士や教職員との人間関係の構築を進め、

校種閣の円滑な接続を図るととが重要です。

また、外国人児童・生徒に対するサポートスタッフの毘置など、一人一人に応じたきめ細か

な支援体制を構築するととが求められています。

-地場とともにある学校づくりの推進

令和3(2021)年度から市内すべての小学校、中学校、養護学校は学校運営協議会を設置

するコミュニティ・スクーlレ※となります。学校運営協議会を中心に、学校・家庭・地域が

目標を共有し、その実現に向けて協働※する、地域とともにある学校づくりを進めるととが

重要です。

・いじめや不登校の防止対策の推進

二度と子どもの尊い命が奪われることがあってはならないという強い決意のもと、いじめ

は絶対に許されない行為であり、どの子どもにも、どの学校でも起乙りうるものという

認識に立ち、児童生徒が安心して生活できる「居場所づくり」や児童生徒の主体的・共同

的な活動を通した「紳づくり」を進める乙とが必要です。

また、学校・家庭・地域が一丸となり、不登校児童生徒への対応も含め、いじめ等の未然

防止、早期発見、早期対応に取り組む乙とが重要です。

-学校規模の適正化や適正配置に関する協議の推進

児童生徒数の減少が進行しており、特に、北部地域においては、学校の小規模化が進ん

でいます。

子どもにとって望ましい教育環境を確保するため、将来的な児童生徒数・学級数を見据

えた学校規模の適正化や適正配置に関する協議を進めるととが必要です。
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-安全で後遺埼E学包蔵相曜の..トイレの3挙式化をはじめ、;gt'jfヒした綾田舎の.j寺績修や..命化 策唱~~量進すみ
ととが必療です.

:f1足、学後絡会センターを盤備するととで、中学畿における安全で嫌釜鏑のiQjぃ給食の鎗供体制jの健保管I!I~とともに、小学校も含めて給食，曜の公会釣イとを酒量め、敏.6.児量量
生徒と向き合う"111の健保司!':II!IIるととで、子どもたちが安心して学後生活を送るととが
できる環境を後備するととが大切です.

.ICT緩鳳織の澄備

高II傷事量化役会6.加速度曲告に進展する中、子どもたちが、貧富書能力や同組発見・自陣2長

2底力と向日前E傷害事活用能力考身に付けるととが鍾震であり、今後(l)学雪活動において、

より.fijll:J，ζコンビュータや傷事寝返信ネットワークなどの情報手段そ活用でをるよう、

学畿のに1環績を盤えみととが.震です。

・お等学4夜、策等事監湾機関電事誕t:.o進議

級事臨書!t.までの.穫の中で縫った績領的Ie:学ぶ総鈴や思考力・判断力・袋努力などの

資質能力を、iI等学校等への進学後も引き総ぎながら鈍うととができるよう、中学織と

高等学倹宅事との連調障を推進し、円滑な後続を憤ることが大切です。

串験鳴給量

織防骨骨給過‘誠司0:
Info/lT'latfon・n<l<.惜別炉
問嗣畑T吋.n串曹
の略L情柑灘・3ζ闘
す晶按司E、今ーピス・咽
錫恥

後鳶. .  開舶峨鋼開J:

fJ・'"・F敏曹骨漢卑幡
町段着e鵬程守串る置帯
敏費者蝿棋ず器量務機
聞の鎗弘大事k大移錦、

錨麟常事民商事・門事fR、
噂門事段。，.車輪...，輝総静宮割、~.

量量



'‘鋭)(j!8船首綱島:
・圃防副川胴劇劇-
.“お跡.万・4、.官ちづ<V‘e
， 、戸柄ト9げ胃腸強車命令

頭注軍'司1:
争曹事的自衛1:1.思IC
置づいて、それぞれ伝
由。仕方訟で童書にわ
たラ吃宇圃しをfい〈ζl!:..

鍾

(2)地主aにおける教務・学習環績を盤備する

.生涯学習の鍵進

I !!.j:1 回目園震鍔しf却議や能力~社会や始端Z生。儲灘布陣.t:1l:策するため 生涯学湾総の内容や
緩進体制jの充実権国リます。E 』岳if.T，l.R.~;.~~ 1... 
-金涯学習IMfO)湾鍵
本市制章、『いつ1!'もJrどとでもJrだれ守旬、生涯Aζわたって択繍けるととt許可?きるよう、m・館を『知畿や傍織の飢えjとして 市民:b'1ã~主的に学習E活動-.f'行えるよう 鈴‘寝袋
の発期Z取り組んでいます.

また、公民績においては、役会教育や文化活組成どの鎌々 1<1:11鐙t:M骨面してい.1;す.

しかしながら、事臣官E内容の固定化などから受官障者像は減少傾向にあリ、草寺4ζ曾少年令ti" 世t代の禦勝者が少なし峨況に~+)1;"'.
そのため、市民のg;君主祭官l'ζ対する関心や黛欲の向上司量関:t>とと1:.1;:、市民ニー3てを的III~tiぇ 議も 世代も含めた領広い世代が.tII1!'をる自陣盛.'f史館するととが必要n.'す.

・金運学電車自健治鎗制の発.

少子B首飾化の進行や地.における入と入とのつながリの緑罰事化などにより、地紙の活力

の低下'ifo問題となっています.

害事.可能な絶縁づくりを進めるた依生涯学軍時運じて泌総の指穆者やリーダーの後成を逸品品 穆んだ成果を全書量誌の司自短調j~長!;:盆かすととができる11君臨唱~えるなど活鑓の
掲の硲僚を図るととが求められています.

また、地減漂渇の•.• 搬E取り鎗ö_~人事まの海成を俊道するととが鑑寮です.

中興調書繍Eども鎗... 
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.膏少年の鎗金書官1II

t $$01 国国
子ど唱ーたちの心身の鍵全なJa:fl.{i:iiすため、家庭や地織における教務力複を向上するとと~，ζ、.少年の資成様相砲の向上や貸少年への支援体制jの充実権国リます 

E • {:.王ーT~I‘ 11 ~;_~~ I '1 

.1際信号=治.1::おける畿官官カのぬ上念市では、錦織の移濁唱~1tで、銀傷後相Eすべての児貨が、惨事Eや体調賞、災派活動などを
行うととができ'."5穏期唱を術祭するため、彼鱒鈴子ども教怠(チャレシグクラブ7緩め盤舗を

治め、令利子も(2019)年度湯治会小学校e関除してい，s:'t.
鉱労する保.裂が糊目する命、古車保後子ども害虫sのスタ仰の人材圏直保:f:図るとともに、
子どもたちに後段学校や家庭ではあまり体織できないととができる級会:を遜じて子ども

たちの社会食や自主役、銀雌f生・の鐙かな人間後:f湧書rするととが大切マす.

..少年育成海舗の向上

少子化の進行や地織における人と人とのつながりのお簿4島、iiS者の悠織の袋容など

によリ、理ド少年の勉鎌活働叫が減少しています.そのため、家JEゃh白書語、理担綬固などの遺書障による管少年の健全軍事1i~1I.õ環筑..~
g濁Fです.

-・少年への支-.鯵舗の発.

スマートフォンなどのV&I;:ft!1.'\，子どもが飼わ~*ットトラカレが繕自白しています'.s:rc.、
深夜貌租や耳慣出、。量11:どl7Y.:少年mラ等の問題が低年飾イ乙しています.

そのため、子どqーだけでなく保圏直者も含めた倫叙モラ'JV，般事官離のほか、..  、主砲銭、学4費、
関係調書11:&の述書障によるIi思練場やS同号明書止魯宛を錐調障するととIeJζ、tr!:少年が抱える

不安や絡みに対する繍畿支後体$1を発a;することが必療で't.

'民訴沌a臨調繍島:・・6醐，，.削胴船帖..，._
.，帥歩噌切符剖腿禽織品

車‘'お:
車...事綾・地紙縫合拡

おいて、子と司bttちは響
力申み草事ず、祉会申
ルールやマナ・11:どを
轟i岡事持管て同買お

語使a直線事量子ども..
{宇品伊J何;1'):
叡鯛世や溜禽.民学壊
の繍散略奪活用し、地局革
命方々の4・置を骨て子
t‘ーたちは学園⑮様々
晶体総・実務話勧串鎗
金者蜂併する・ヨ也$捕

で悼r"..レジタクラブJ

として、，-"寧授や公民績
で賓館じれ、d.

語MR:
薗舗に載がしみEむよう
に軸柑晶曹て.1:ふ

'“""ーモラル像署r:
骨量宅ラ'Jy(fIi臨祖会で
漉正11:活働考結う陪@の
省紅11:る考先方と繍園田
膏・4志村甘さぜる厳司r.

量Z
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(3)スポーツや文化・芸術を娠興ずる

.スポーツ・レクリエーション活動の鎗進

I !!.j:1 固園市民誰もがスポーツ~滋じて、いきいきと過ごすζとができる社会を実現するため、
スポーツやレクリヱ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

の縫奇跡‘成、スポーツ・レクリヱーション鎗畿の糊促獄図リます.

EI ( _'í.T，l. Il'.~;.f;司 1. •• 

-スポーッ・レク1)ヱーション活・の事Ul.鍵型車
本市では、R車曾の有織にかかわらず、.もがスポーツやレクリヱーションそ搬しむととが

マきるよう、各舗康体との述調時・筋力の也と、スポーツイベントやスポーツ敏lI!を"引証するとともに、トップアスリートとふれあう畿会:Æ'則自首するなどJみるJスポーツ' )~~慢にも駁リ組んでい~す.
それぞれの年鈴や像力、目的に応じてスポーツ1c::1I.しむととは、発実しti'-A隼foi量るうえで.療でおり、スポーツ⑮芭人口径~Slc::鎌大していくととが大切です.

・スポーツボランティア，(/)砲事i.後liI
高F成28(2016)年1;:実施したゑ甲信のスポーツ皇軍興に関する移民アンケートによみと、運動・

スポーツに関するボランティア活動に移加した人の'1合は10%以下であり、スポーツ

をf，きさえるj入。少ない状況にあります.

*rIiでは、.J:{2020オリンピック・パラリンピック織を走大会の厩骨量を契織に、スポーツ

ボランティアの育成に取り組んでいます.

今後、スポーツやレクリヱーションをさらに.及させるために、ボランティアの体市Jづくり

に取り組むとともに、ボランティアtf.:活憶する織を創出するととが鍾漢です.

ーースポーツ・レク1)ヱーション繍般の利用促適量訟もがスポーツ'~1XIできる湾当高づ〈リ考進めるため、スポーツ施政の剣庖穏当置の向上司を図るとと~Jζ、スポーツ・レクリエーション1;:興ずる情報の効果鈎な鎗備などに努める
ととが.震です。

111古:)JI市蹟レ勿汐タ



12章:各施策の基本方針/1心豊かに暮らせるまち

加古川市総合計画

@文化・芸術の撮輿

IE$jll 
回目園

歴史資源や文化・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

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リ、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。E~，'Lrwjf~l"{t. Æ;.:f-=l :J ，-U 

-歴史資源の保存・活用

市内には、西条古墳群、日岡山公園及びその周辺地区の古墳群などの重要な遺跡や、国宝

である鶴林寺本堂・太子堂をはじめとした多くの文化財が存在しています。とれらは、

先史時代から現在に至るまで、市民の暮らしの中で大切に受け継がれてきたものであり、

まちづくりの重要な資源といえます。

本市の歴史文化の価値や魅力を再認識するとともに、地域や関係団体との連携のもと、

次世代に受け継ぐための保存と地域の活性化に向けた活用に取り組むととが大切です。

-文化・芸術活動の促進

本市では、様々な文化・芸術にふれる機会である『加古川市文化まつり」を開催しています。そのほか、市民や各種 化団体が、総合 化センターや市民会館、加古川ウェルネスJ~ーク、
各公民館等の拠点施設において多様で、文化的な活動を行っています。

一方で、文化・芸術分野の多様化が進むととにより、伝統的分野の文化活動に携わる人

の特定化・高齢化が進んでいます。

そのため、各種文化団体における後進の育成や自発的な活動のさらなる充実を促進する

とともに、各文化施設の特色や専門性を生かした事業を推進し、積極的な情報発信を

行うととで、市民へ文化・芸術の浸透を図り、関心を高める環境づくりが必要です。

また、本市は「棋士のまち加古川IJを標楊し、全固に発信してきました。そのような中、

市民への将棋文化のさらなる定着を図るため、将棋にふれる機会の充実や「棋士のまち』

の認知度の向上に取り組む乙とが必要です。

-国際化の推進

日本人、外国人の区別なく、住民が安心して生活できる多文化共生社会の実現をめざす

ととが重要です。

そのため、姉妹都市※をはじめとした海外諸都市との友好交流の推進を図るとともに、

外国人や外国文化に対する理解を深めるための取組が必要です。

また、市内に在住、訪問する外国人は増加しており、外国人に対する日本語教育や生活

支援の充実、外国人を支援するボランティアの養成などに取り組む必要があります。

※SDGs該当項目:.買の高い教育者晶ivf~に
皿住み宿高げられるまちづくりを
圃パートナーシげで晴雄血しょう

※まちづくり:
道略や公園、建築物など

り1ード(物的)面でのa
霞づ〈りや保存活動」、
さらには、市民の健康・

福祉・教育、コミュ二ティ

の形成など「ソヌト面で
の人づくりや仕組みづく

り」を含めた活動を指す。

※姉鯨都市:
親善や文化交流を目的

として特別の関係を結
んだ都市.昭和 48

(1973)年'c::マ1)ンガ市
(ブラジル)と、平成24

(2012)年にオークラン
ド市(二1ージーランド)

と姉妹都市提携を結ん

でいる.

重量
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オレ争?t::
露間R.，."5.e r * IIE内.
カJ司陸軍鎌す晶.明.な
定調崎主主〈、ー娘島1<:肱
f'I!..φI!入車E蝿'事繍輔I~轟器、書舟詰~て，11:.""'>揺るわれ
帯構カ』という寓睡で積
層増Fれ11:とが司降、、fI...
様子閣時.. カ草守合・6在家揖守it~れ事鎌倉
‘畠る.

Z金

(4)互いに等賞しおって暮らせる社会を実演する

.人権文化滋の確立

I !!.j:1 固固歯固園

一人一人の人間としての尊厳とa.解約人絡が尊重される紙会を擁立するた払入場主

教育や聖書発を推進するとともに、人縁側蹟に対する繍議体制の充実.f:図リます.

EI (>_'í.T，l.ll'.~;.f;司 1. •• ..，i化織教育.gの鎌倉宮lJ~鎗.開:mJ"".のほか、女aや育事f}t，~※者、外国人、f盤的マイノリティ織などに対する益別愈織や
偏見4手、今もなお存在してい.11す.111と、ドメスティック・パイ耳tvンス緩や子ども、肩車働者への虜事事などの.力も後司[~ちません珍そのため、入車置に対する:æしい運開専の事普及君主ど市民一人一人の人....f:~革めていく
ζとt祢均で1'.・入籍問冨1ζ総司，.~総僚体制jの発)1
当E鉱インターネット上での個人情事曜の無Ii.ー院や、他人への鋭厳命傷、S差別Ic::関1'-lI.込みなど、個人の名唱陸やプラィ'J~シーを倭ーーする人権問題が発生してい.11す.
=*市では、事日銭窓口や綴2提唱匹用ダイヤル唱ra.するとともに、巡回総織などに取り組んでい家1'1/0、司書官tられる絹鵠体蜘縄自白しておリ、その内~客様鰍ヒ・多樹乙してい.111'.
そのため、入総侵害の状況に応じて漉切な:;i.そ行うととができるよう、績銭体制のヲ~;障を図る必軍事.f}'I)ります.

A織閣総手紙111府県-g樟¥u
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固因固目
園田園園

性別にかゆわらず一人一人の僧位と能力を発嫁し、心.tNζ鳴らせる社会を実現する

ため、自在、が活.できる穏期障づくりを促進するとともに、仕e・家庭・地穏における男女

共伺移留を維進します.E- 【・，王~T~1‘竃1 主;-~司 I '1 

.:a:t生活鎗の鎗酒量
近年、女性の抵当提唱附向上するなど、給会進出する女色が織制している-nで、理署箆どおリ
斌鍍できていない状軍司があリます.*' 、主白書aコ~:tニティ図像-l'含む社会全体1i:<ßいて、線総司E代後する立織や鎗思決定
通E績への女色のゆ芭が十分に法ん明，、ると}主いえ*'せんその め、女色が草~iIどおりに抵当Eでき、女唱生が待てるカf:十分に実費量するととができる
省会<J)穆僚や寝袋づくリを促進するととoa震です.

・男女災関.園lζ鱒可t61!1鍵・判・.発信の鎗酒量
r男女共同移百社会:a窓法Jm臨fまされ‘男女共同鯵買についての浬角躍は前進しましたが、
「易伎は仕事、会後鍬副院耳障ut:どといった後.lJiI役創分鐙意書館は級強く型車っています.
そのため、調除草.. '"省児などの畿圏量生活におけるIIt量の.画や地減活動における男女

災問看llii'l'適量じて、1[もが仕事・_.地嫌において、・Jj、で充実した生活そ送るととが
できるよう、仕事と生活の篇和(ワーク・ライフ・バランス町についての淫鯵と後'&'l'
促准するなど、後々 な畿会唱E縫えて男女共同..1ζ関する轡鈴や情叙宛僧唱E行うととが

鑑震です.
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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。
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.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.

E ‘王p王子f;.<_tl.~:.何 I 11 

..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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Z長

..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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'‘鋭)(j!8船首綱島:
..  -町'(>AA3・眠e・‘e
・圃献副島‘附刷刷凪"11<
骨、戸柄ト9げ鴨脚強車命令

書長ー次徹怠..:

比組施隆盛な融亀島・ー*"'~ 

11 

-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
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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、
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向車庫1.1t錫甑カメラ.
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。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}
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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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'‘鋭)(j!8船首綱島:
嗣 祖師帽に
・蜘酌礎調H栴
- 崎鴫輔岨酷叫日
.，，(，・"を設か令鎌髭-強畿が'‘・~~・・ー....噌... 掃瞬樽-

軍亀島‘自陣t織元でとれた生...~
治元守縞Jtすること.

被加古11110..:
術開で破婚害れ品川λ
:ll1OJけ小食品・f令トデ2・I~J~使用し托属
守、t・淘If市の噌地プヲ
ンダ時ーっ.

重量

園 E.開民間付与 掴

(1)度調陸・水産業を緩興ずる

..織の復興

I !!.j )1 回目園園園園
宇宙農の'.，健闘付る浬鯵や関心安深めるとともに、生産‘盤の盤備・僚会'¥!1m!;、手の猪俣への支援 ど~遜じて、経営安定化後促進するとと守、島~の終鎖的 努展唱を

めざします.

EI {，'.F.T，l. Il..~;.f;司『をE
-金産益.の鐙..保全

負第帯電.者d晴樹間滋む中、経営側宇治四績のW少や、イノシシなどの有曾鳥獣による

.wが銭大衡旬にあるなど、.鎌従務者.;([取り巻く環績はS障しさを織しています.そのため、象市の地紙特性~I高まえた生...の磁器5・係会後進めるとともに、有望書
鳥獣割'による.8低減努めざした対策が血痕です.

・銀銭8'曾の策定:it
車時lIit・ilfの管局障や重量』量組織の法人化などをi:tI.，.るととにより、f!!1.、手の猿僚や経営a憾の強制関図っているととろですが、依然として、島量慢のf!!l.、手が不足してい~.，.
そのため、ヨI'i!緩急営島倉欲の捕dl.、多援な担!!l.、手の貸'Jit.後僚に向けたi:.や事幸運lcft.m発・f:迫Eじ、金集録留置の後定化唱E図るととが汲められてい，~す.

..障を遺じた総織の港型tit
地進黄色消車1<:対する語障織の織絞りや、』量産車却のブラン附乙ffo違令ct，*，告においても、加古川和牛ゃlIIi!i/llパスタ援をはじめとした特注渇の情鰻宛備に努めてい~.，..~1室、施震の老符イむが進(>J!土8フルーツパークについては、Z容盤備を含めた虫歯餓の活性化を篠宮すするととで、今まで以上i広島量障と.b': 自鮒E織しむ織会唱~;:事尉E提唱院し、
徳iIiと島幸ずの交流を飽リ、厳貨を遜じ1宅地績の活性化を促進するととが戒められていJ(ず。

見土畠7/~-YJ('ーウ冨お曹攻纏段



u.:各線篇首0・窓方tVJ活力とにぎわいのあるまち

加古書I防総会釣宮司

.水産裁の復興

t $$01 
図回固因固園

i.I<産資源の維持鉱コ々 を促進し、5主II畠鎗の.備.fil会毎回るとともに、次達銭経営の安定化そ~し、法8緩め鈴統的な発展1i:11)'~し~す.
E • [:f王一T~1‘1 ~;_~~ I '1 

.!主魁種豊置の...保全

減灘盆が減少傾向にあるlfI、水産資源の持続可飴なaAl援問るため、資源管理型漁業後

への取組が求められています。

・*置E鎗級S量の策定化漁調l~・=rのi9i由市itb'進み、書~(.、号f:.b'不足するlf 、線事専'.や資材の肩車線の修復も;51) 、漁議緩衝は不変定~を鎗えていt置す.そのため、漁..~.革まのニーズにあった効銀世1J1.t.援の錐滋ti:1 り、経世Eの策定化司El .:f1lB獲があり~T.

海事司匝

固
'民訴沌a臨調繍島:
BlI時ゼロに
- 、時渇圃峨M~瑚炉開制渇.，(，，~・-:J(~.唾気か令鍋盛
.禽扮畿が布*・・">
.，.・円陶砂税同容・a・-

糟欄咽白蹴:
鎌』聴者8主体と唱。τ、
地域や魚寝ごと申渡源

棋験段応仏糞源曹鳴を

特うとl:.“定、海積輸の
付10.. 向上@経由コ

克ト申紙減量どを・り、

第串にわ1l:?"C"量織儀

置の聾定、徳島署骨古.，.

勉鵬時とと.

.8z 
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動宅ート歩ヲタげ明細鄭幽札時

.IoT: 倫相'l!I.d布f町~ø;縄
..自鵬写、練馬、ロポヲト、総積怠e~s格革モ
ノSインター，，_ツト鉱9

lljjI仏暢視のやり現q
eずるZと守、宅/町
データイむや警告証皆:tく
薗断切腕鳩民」離党

亀"加舗値寄生b出，
e申.

盤

(2)工業・地郷軍量語障を振興する

・工緩め復興

I !!.j:1 回国図園
生産性や銭術力の向上をはじめ、主主締高'*iへの対応や新事.への属関に燭ずる支援などに取り組 、工業経営の安定化を促進すると(:;~~ε、調h司言'tJ事寺つ羽詰し、'~1便性~

Z主かした企業立幼の促進4ζ努めるととで、ヱ織の持続的な鋳婦をめざし1ます.

EI (>_'í.T，l. Il'.~;.f;司 1. •• 

-エ鎗&Rの史麿1t
E車工会11mなどとの遺書障により、工員障者の緩省後事，11:支援する取組や工議掻興推進Ie:
係.:!I!I澄窃ヲ曜を実S砲していますが、loT緩や'AIをはじめとした釘術革新が泡むなど、主家経理f~~リ懲〈環榔お町匙しています.
そのような期、....禽工会鰻所司'との違畿による緩1M絹餓や翁場司f1l:混じ、変化するT事織ニーズや銭術積書時に応じた寝袋展開を促進する必書fØ~I)~正T.

・傘"怠鎗の俣適量簿II!D臨海ヱ録地稽のー涜~ml.'，広縁進絡舗が鐙.~れている窓$1.1:、E量殺沼地としての首51.峨J使健司~.えているととから、~<のものづくり会織の組鎌・発展が泡弘治織の
経後発康司E支えてき:J:した.

しかしながら、近年、E量殺沼地IJ.不足して語寄り、用地徳銀』ξ向けたこ，-;ても術家っています.そのため、穫量E用地の健保1;:向けた現E緩~進~、給量事会織の事織it大ttび1;:事時tc君主
企織の立歯車e促進すゐ怒軍事がa;ります.

綱 嶋Z制勝ー尉働市柑糊ぬZ輔



ロ事:o餓m・窓方量t/J活力とはぎわいのあるまぢ
加古書I防総会釣鏑

.池沼産業の鋸興

t $$01 
固因図園経'障の要旨i:i~ζ向けた取組'6:.支.するとともに、独自の綾衡や銭能 量生会、した新たな

縦皐ゆ開発や情報鎗信唱を促進するととで、伝統的な地織産業灘そ維持・鍵織します.E- 【・，王~T~1‘竃1 主;-~司 I '1 

-経営の安定化

沈下型製造袋、鑓包の建具をはじめとした$市の地海産業において、司陣議総務者fJ.不il.'t~1þ、新たな望Eい手の創wや曜E担Eの安定化;t:図るための支援が必震です.・地織直織の完~t生:it
滞債着工ーズの多車線f己記昇進t>命、ニー3てを先取りした粛liI開発や紙袋舗の導入による

盆倉量生の向上が家められています.そのため、重量自宅生司f~かしたお付加価鎗~1iIの縄警警に対する支援を行うとともに、
SNS・等を進じた寂潟繍絡の展開を促すなど、地縮怠耳障の活世主化ts盆震です.

2田古IIU置の紋下

固
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毒活用しτ岨地域i1'1[;，
瓜制調奪事入L-.Z:れ者
扱工す暑ととも自:.，，.t申
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も訓均す晶も申，'脈事NS(γ-~"J".
Jt.ヲトヲーキング・
ザーピス):
5・cl.1Networklno 
s .. 判明匂崎弘笠級官
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聞 批 醐輔0・酎叫掛~輔俊神~-
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(3)絡業・駒惚娠.する

。簡集.i才一ピス，慢の纏興

t t14)1 回園図園

にきFわいのおるまちをめざし、中心市街地の活性化そはじめ、'$内の小売織の祭典を促進するとともに、涜滋鎌能の発実唱E図り~t'.
E s む~}t.. ト前 Ef尋'をE
....サービス織の港型量化

中心穆街地においてIi.加古川中央市属病院の開院や市街地開発穆祭の進展にあわ営、飲食1奮が織自白するなど、1;:ぎわい伐泡j幽が包られてい，~"，.
しひしながら、依然として盆'tAi鎗が型車る中、2島市会僚で4私小売織の販売濁E眠、飯殉績

が減少傾向にt>ります。

そのため、盆き鎗舗など資産の有効活用や新書提出E言、OI集者の理事成などを図るごとで、1UI'サービス調Eの活性化を促進する必震があり~す.
・海軍.81闘の流失派遣I~量取り著書く総理障が大きく後itずる命、本市の派遣Eの-.'i緩う食肉センターについても取後.1ft減少申員向に泌り、活性化1;:向けた耳~1lb'lJtめられてい~す.~1芝、公畿
地方銀潟市場についてはJI止するとととしており、新たな流通織徳のあり方について

翁討する必薬がおり2ます.

崎ルヂ宅-MII!i1i



ロ事:o餓m・窓方量t/J活力とはぎわいのあるまぢ
加古書I防総会釣鏑

.観光の鋸興

t $$01 目図園
観光による受旅人口援の織舗と地総の活性化をめざし、.r6ゐる会の観光イヒを推進

するなど貧濠を有効に活用するとと曜日仏広減漣演の後俗や効集約念、つ勉力的な傷事誕

発信を行うととで、自書客促進1<:努めます.E- 【・，王~T~1‘竃1 主;-~司 I '1 ..~韓'臨海の軍軍豊島活用*市は底史 源4炉建会可な自然授はじめとした観光コンテンツな司写しているものの、.~31院は繍ぱいの2景況で~るととから、加語S-III.光協会と注調障した効果的な傍線実情に
飢え、新たな銀然資源の発銀殺び懸備が必療です.

・2障の.泌itの鎗滋品ηめし同日え、ffí'/(己なご当地~j，.メとしてぬッt.~~ゃSきくるみおやつ句"発するとと'f:.I.:、.制If・滋を含めた:*rIi重量自の会で鰍;'fPR唱~IIってい~す.今後も、a知.~向上さそるなど、さらなる第容につながる取組1/0必震です.
-広.fJ獄後%の自陸運量

近開島市衡をはじめ、車種.図書車連主総φ継者E頑固の事構成市町とのf障害韓共有や連主障体制の章構集者~11!2り、効果的な誘容の促進や、rt:織的な観光~ットワークを先~.させるととが
必震です.

かつ晶し
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(2)安全で快適な菖らしのH を盤備する
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※SDGs該当項目:
圃塵草と按惰軍斬の基盤在つくろう
圃住み鏡けられるまちづくりを
圃パートt_"げで圃駒田しよう

※まちづくり:

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・

福松・教育、コミュニティ

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.

※都市機能:

商業・サービス、福松、教

育・文化、観光・交涜、産

業支援、居住など、都市

的な活動を営むための

各種機能。

※都市の低密度化:
人口減少に伴い、都市全

体の人口密度や土地利

用密度が低下する現象。

※都市墨盤:

市民生活の安全性、利

便性、効率性等の向上を

図るための都市施設の

とと。道路、鉄道、公園、

緑地、上下水道、河川等

があるa近年では、情

報・通信網等も重要な

都市基盤として位置付

けられている.

※ストック効果:
整備された社会資本が

機能する乙とで、例えば、

耐震性の向土による安

全・安心効果や移動時

間の短縮による生産性

向上効果など、整備直

後から継続的かつ中長

期にわたって得られる

効果のとと.

※集約型都市構造:
中心市街地や駅周辺な

どを、都市機能の集約を

促進する拠点として位置

付け、集約拠点とその他

の地域を公共交通ネット

ワークで有機的に連携

する都市構造のとと.

※区域区分:

無秩序な市街イヒを防止

し、計画的な市街化を

図るために、都市計画区

峨を市街化区域と市街

化調整区域とに区分す

る制度のととで、昭和信

(196B)年の都市計画誌

の改正で導入された.

「線ヲ|き」とも呼ばれる.

皇生

固 E 問主主主君

(1)機能的・効率的なまちを形成する

@計画的な土地利用

[D司
園田園

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。

Ed冗臼i";T81~1t;.!:;.'f..":l: ~岨
-都市機能の適切な誘導と集積

人口減少、高齢化の進行による都市の低密度化※が進みつつある中、市街地の拡散を

抑制しながら、災害リスクにも配慮しつつ、都市拠点等に適切な機能の誘導と集積を図

るととが必要となっています。

そのため、都市基盤※の整備によるストック効果※を最大限引き出しながら、本市の地域

特性を踏まえた、集約型都市構造※化への転換に向けた取組が重要です。

-産業系土地利用の推進

区域区分※や用途地域※等の指定により適正な土地利用を図っているととろですが、工場

跡地に宅地開発が行われるなど、工業系用途地域における用途の混在が進んでいます。

一方で、本市が有する交通利便性や将来的な自動車専用道路の整備に対する期待から、

企業用地に対するこーズが高まっています。

そのため、良好な環境を保ちながら、適正な土地利用が図られるよう、各種制度を活用し、

新たな産業系土地刺用の検討を進める必要があります。

・地域特性を生かした土地利用の推進

市の北部及び西部においては、中央部に比べ人口減少、高齢化が進んでおり、地区計画※や

田固まちづくり制度※の積極的かつ効果的な活用を推進し、居住環境の維持や改善を図る

必要があります。また、公共交通の再編による地域拠点との接続も必要です。



u.:各線篇置。‘窓方tf/4銭適詠草ち

加古書I防総会釣宮司

..市緑点織紛の充実

t $$01 
固目園

加古j峨周辺地区肱煉加i511J駅周辺地区、別府駅周辺地区について肱業務衡Jl!.

ft官官・文化・居住君主ど多繊君主穆市機鎗の勉果的な償却'と集積母国り、回滋・滞在しやすい

継カある都心・副都t、の形成をめざします.1また、池波鎚点については、各治織の特色

'iJ資家xtd蜘色の・保毎回リ*1".

E E 主_~/T~-;;;~t. F.何 l咽

..心.-心の・館第.

加省'11順思辺治区1;:.市街地周安司陣調書割与の進展や'110省'JII1t5従軍旨民調書院の凋践を受けて、

居金人口や飲食庖が縛加傾向にある君主ど、にぎわいの倉J胞が図られている一方、lIfj災t!:Sζ銀扇のある~綜永造線忌の@織や低来車u用地 存在している状混です.そのため、面的建備事獲を推進するとと~，ζ、低朱剣沼地の百首II利尽を促進するなど、
利便性と後獲さを鮒揃えた簸カゐふれるまちづくりそ治めるとと約芯暴悪です.

*rc、決自白台111・ui辺地区.1<:おいては、進銭立体交差司1.障の実施にあわ生fて、駅周辺の怨市~悠の鐙舗により駅の拠点健司E痛めるととるに、筋書Fの文敏施設を室。しつつ曾&
の連銀を図るなど、敏明与謝乙者E串心とした*'!)づ〈りの敏討銑必震です.・紬...点の舗館発~
Z量級駅自由iI織の市it..強工司Eの完了や、日開駅舎の改修にf向けた取組など、地織拠点の慾鎌~造めてい*す.
*1室、各他紙拠点の規績によリ、求められる織飽が多織化しているととから、それぞれの

伶性.1':応じた織銘先決が攻められてい去す.

..・-怠.湯..慣の縫滋

名目Rの周辺におしてa主催白紙織対1I.fi進めたことから、台数は減少傾向にあるものの、
パトロールを実絡していない鱒廊績に少なからず放窟白紙織が鋳金している紙況です。

そのため、公共の織の織飴の自庫銀と良好なまちなみの峨保に向け、マナーの魯要旨活動を含めた、さらなる対織を推進す'~ことが笠薬です。
JR加古/1111縛辺

固
'民訴沌a臨調繍島:

..  相聞 輔0・齢叫制

・e泌.."。れ・2・づくυ‘・β-..，._"岬噛胸胤品

事阪府総1tiI:事柄~..の.鰐増'島、
量犠暗唱曲纏など聾昌
司とした主嶋申告潮時
制勝 償4111:払柿蹄
量破IC鎗昔曹、接接鞠時
忠弘郡験急車置ぺい事
>>.t1各輔崎高官民つい
で申咽j嬢'"王寺他鹿.

仰や世低調a陪
崎四畑:
書市計包量にaづ曹、
編曲匝鞠申編隊鯵線、公
共衡喰そ申偽申鱒書量申

担E阻などか且昆で、ー悼
としてそれぞn申織広

申"性信」弘吉bしい蝶舗を構えた血血~f.lll，膿
串翁宮署捜備し僚会ず

る止め民足跡棚田.
。判→担刻噂3

総図・寵事づ〈日飢11:
*北唱慣の市穏化構.1&線電~~~手編首北や過疎
化骨建んでい暑地舗に2~司、住民量樟/1.):1ち
づくり寄寓腐"''''11:16の
縄民.r;釦古JII市蝉市置す
頑誌にa.づ〈輔舟有晶骨院可申菖申噂I~闘す
る晶'JJli:aづき、一，
骨量損嫡の震第畢"可

ず尋問噂胸定直線J的

指定なとが胃飽となる.

駒ベー世伝鋤船

重量



'‘鋭)(j!8船首綱島:
・眠・胡圃m・0幽奪 叫 輔

.“お跡.万・4、.官ちづ<V‘e
， 、戸柄ト9げ胃腸強車命令

湯"・;ua:
布市・.."向の事柚.骨捜難者'Il~、、主餐帯聾
'ーとなる圃除

援事嘗づ〈ザ:
轟織や公側、線a属情な2r，\-I'~融問自萄守の
絢喰づ〈り令僚，活鼠J、
古!l1t悼、別館昆11)'"
掴ぬt噛簿、コミュニティ申第膚:():e~ ヲ争lII'l'
帝人づ<')令仕範みづ〈
り』毎含めた活動寄鍍T• 

. 修市警+傭潟a:鋤会で常化崎~車市生
賛と..時"市曽働
が碓蝿され串よ号、鋤市
骨轟蝿崎梯院とし1:0
'"貯'.議li:aづいτ.
'掛・決定書れ止3・E弘道援雌.(りて)~，寺):
漁婚、潟輔民出λυす'i
赴・6聞置it>φ遭路"'111
げて"り、曜勤時織且j唱t
蝿11;.，測園町鎗指防育園

績のZと.11晴晴雄車買

や入申lIIi特申tt・-陪聞
いてい吾氏寓泳獄事E
11:伺え畠.tu鉱閉織

する.

重量

.事事線道筋・港湾.艇の売実

1¥9;1 
回目図事事線道路滅ネットワークの形成により、向調ーな滋i&~1Iの実現を図るとともに、経理署

活動の創出や生産性の向上をめざし、圏、燥などO8係線"との遠鏡のもと、勝銭湯織

の盛備を促進し*す.

2まtc.、獲得熔封書における海上物滞緩艇のH の強化管促進しま9.E 】 E歩兵Ll~U'_~;.句『温
-綜慾道路の・鋪

策調書a車道{期工区}の倹m開始廷はじめ、事李総耳障絡の型車備後進める中で、交通渋滞fJ

緩和された地織も語5りますが、由自治!IIバイパスやb自治!II淡河おなど、依然として優位約

な渋滞が発生してい，*'す。そのような命、~遜渋滞の緩和や、道路・4簡と遺園除した鎗果的な*"ちづくり緩を舞進し、経済活動の，tJlßi'1Iるため、3電器111週Eωbエ倍。や神吉中湾総の後4町、国銀2~事の4$織化・ます蕗諸行itや調書m臨海絶滅道路の車線実現1;:向けた淑JI1"'~;:進めるととが重震です.*11:、将来の交通調書安や周辺の土地積j尽などを-*え、修事1+国道u，~の見直しを行う
とともあ震です.

・鏡獅息調Eの鐙舗鍵滋

屈の箪蓑港湾の指定，i'燃すているF糊鱒蛸εついては、防潮緩や隆則厳司Fの線憶のL、て

防災対割li'泉純してきました.
引き続き、Jt!!.の絡習専を下支えする、安全で宮高波君主港湾施般の隻儀後促進すらととが

決められています。

.市制慢強熔神宮中海織拠成予想園



u.:各鳩鱒m‘窓方tt/4銭通1.I;fiち
加古I1防総合釣潤

。公共交通機艇の売実

f t$t;a 回目図

持続可能な公共交遂事砲の得策をめざし、泌総にふ:きわしいコミュニティ交通曜の充実f:図るとともに、公共銭湯の~1便性侃上司監促進し:J;す.
E -【 ，王一T~1‘!I主;-~司 I '1 

.:1':ミ.:1='ティ公司自の売実

人口減少、衛隊化の進行に伴い、公共交湯来周曜まが減少す_g-ne:'、日常生活の移動に図~交遇弱者が場加してい.:J;す.
:J;た、交到..業者の経費E状況は厳し'i!""虫館しており、路線8111:.や減使も遂げられない
決況となっています.そのような命、窓市では、~週E司陣織老後lItJSするととで路線の維持滋僚に努めるとともに庇鞍tス慾像、制糟手段司f:.~するため、f;b、Z::/~スJfかとI~ス~ニJの慾織再舗
や見，_しそ行ってい，:J;す.今後I.t、コ~::1ニティ奨退を紛a民的に活局するとともに、デマンド方ま主要援を場入するなど、
治紙特盤とニーズをおまえた、害事続可能な公災災遺銅の事事1I1c::向けた取績を鎗逸すみ
ことが... です.

-公尖交過の*J便性向.t
森市の11司官公共交渇の.. 絡を形成する鉄道の各般には、パスモはじめ、タクシーや白調E
JD$t:ど、多織な袋通後慣が集まっています.そのため、部峨1IIff1互の策糊思色のさらなる向上司!:IIり，/~ス 鉄道織後のヲ~æ.'l
促准するととtNtめられています.

fn;パス

固
'民訴沌a臨調繍島:

.虚偽低聞師。像情。体参・e泌.，te.れ4・nづくυ.・βー同時岬噛胸胤品

術司書:1.:'子司r3ll議:
ぞれ守れ府噂.. 申輔瞳
や住民骨ニ・;(1ζ応じ
t蛸I$'̂，予』

機デ守ンF方式:
予畿配J!St:て彊貯，尋地
紙i.'la1!I腕湖lfi?J紘

笠Z



相治餓単調固:.嶋訴M・"8れ4.~<り*
. ...f.:炉供げ明醐剣伽除品

.まちづ(1):
置悔や公・、.・e・s
erl、一利融問静置で申

舗喰づくりや鍵軍情色J、
古告に跡、市窟o蝿.'
.批・敏W、コミ，，'"ティ
骨形成なeryヲト釘で

の入づくりや仕組みづく
り」証書め党活・噌掃す.

離主u・・甥事続:
寄市計鋼邑組内申土給
総っし、τ、公共掬慣の.
4白書量揖、宅埼としでe'廊崎場婚"1I!I6~め、
士織広面聾閣法Icltづ
いて帯電3れる士劫申区
頑・F事:.'申艇真、公共111
liIの衛費量E庭先抽.軍事eIt.~ 

厳.....:
錬れ止JIt梅毎稼企‘曹.
Z医売は禽J遣す事Eと. 

. 働働:
市』圏、地域2ミュ=ティ
毘韓、"，1島常11111韓、司院
揖曹、大事時取・的多
鍵草主体/1，地紙記お付
晶観軍司量と‘信考虫、提
唱"し、fれら申嫌決やめ
ぎず軍事時様母島贋Ir
向廿官、亙い毒草'置い

ぞれ守栴時特性寄生か
L:rカ密機割し、ー骨と
なっT司匝リ鎗むとと.

鍾

(2)安全で快適な型車らしの基鎗を鐙備する@殺JJ~る~ なみの形成
t tj;I;' 

四回著書*~る:f't$なみと、地織特f色そ生かした良好な祭織の形成，.f:めざし、住民主体の
まちづくり揖そ進めます.E~. ':::.}..f:耳， ILF_~司 I ，. 
.il面的...績調'の縫途

加食')1駅北土地区民盤軽量・a量緩や寺銭.lBJA!II辺地区防災街区.備薦議などの市街地調錆穫量障を進め、適量)f;\，、道路や老朽黛思の-などの解消毒~IIってきましたが、間後の渓忽
司E:f@える地縁が存在してい，:fす.

そのため、緩急=買の活動盛岡の獄保や、属会理IU聞のil!lfーなどの領自騒然決IC::向けた、
地縁での:fちづくりを1iL.、面的鐙鎌司E業等を錐浴するととで、数1';ある:fち1):みの形成t:
8るととが必震で1'.

・祭電車.ちづくりの縫滋「加即11.告鍛錬ま づくり制~Jなどに&づき、大錦織燈築物等の漏出淑F公共$祭の費量鰍Æ慮、Z鏑".Q~I備など、良好な策観形崩乙向けた淑JIi在進めてい'lJ;"す。
しかしながら、r兵庫民屋外広告処条例J'ζ濠合しない野立広告絡が存在するなど、景観

形成Io:関する怠織ぬ上Io:加え、継続的君主翁噂tf.虫震です.そのため、引き続き条'JI・4ζ&づく適正~続制と鯵場により、大錫緩怠書院ぬの策観陽司事
などの良好な績銭形成の錐進t:15IIるほか、地織ボランティアとの協働織により、緑豊監かな3ま なみの形成司~I!Iるととが必要Eです.

<lUIIQ，鵠沼地匹敵従街区菖.事.. 



1~:~.施績の‘窓方針パ倹速なまき5
加古JI防総合併函

@防災・防犯のための基盤の盤備
園固四国園

I ;$jJI 

安全で安心なまちをめざし、災害に強い都市基盤均 整備と勝目・交通安全に寄与

する環境整備を推進します。

E.;LID .. ，[，1~重量.，主;:t~司 "... 

-防災基盤鐙備等の挺進

山崎断層帯地震や南海トラフ地震旬 発生の危険性カ1指摘される中、建鎖鞠の耐震化や

密集市街地における狭あい道路の解消など、総合的な防災対策が求められています。

そのため、面的整備事業等を活用した、防災基盤整備及び住宅や多数利用建築物※の

耐震化を推進するととが必要です。

・涜鰭治水対策の推進

属地的な灘南や台風による浸水などの被害が多発する中、河川や下水道の整備に加え、

ため池や固なども活用し、涜場全体で雨水の涜出抑制を図る総合的な治水対績を

推進するととが必要です。

・交通安全施設等の盤備

交通事故の防止に向け、通学路のカラー舗装をはじめ、交差点改良や電柱尊の設置など、

交通安全対策に努めているととろです。

そのため、通学路にとどまらず、子どもたちの安全確保に向け、関係機関と連携した点検

に基づく、交通安全施設等の整備が重要です。

・防犯醤盤の充実

市内の適学路や公園の周辺、主要道路の交差点などを中心に見守りカメラ※を設置し、

刑法犯認知件数が濡少傾向となるなど、市内の犯罪が抑止されています。

引き続き、ソフト事業と連畿を図りながら、防犯灯の設置や公共施設における死角の

解消など、防犯基盤の充実に取り組むととが重要です。

下水道{薦水線鎌}の..  

困
※書開講餓当羽目:
.繍S者培〈そう・7司ての'A/;()健耳障t織棒膏
.住み4時け皐れるまちづく替を...属製E由民民体的tt封鎖奄
園陸トトトタグ官副院減しよう

※都市・.:
市民生活の安全性、制
使性、虫自$性等の向上.:t-
mるためのお市.Rの
とと.道路、鉄道、公領、
緑箱、上下水量章、河111.が~~.近年では 情報・
通信自聞等も2監事Eな鶴市

‘鎗として位置付けられ
ている.

員提織到陣トラフ地.:
間滞卜ラフ{黛海地方か
ら紀伊半島、四舗にかけ

ての階方の沖合鈎1∞km
の海底にある延義7∞km
の渇}沿いで鱒自民する地.. 

.大でマグニチュ-ft8.0-虫.~ラスの地調障が
鈴!I!するとされ、今後、
30年以内記70-80%程
度のM3院で鈴!I!すると
線E草される.

講話多微湖周鎗織絢:

.，宙物のE首.at.の促
進.1<:鍋ずる法事事1.規定さ

れ炎、学校、体育鎗や病院
など、多数の方'IJ.制局す

る'.織物で、主として3倍
以上かつ1，000111以上の
もの.

※見守りtJメラ:
犯罪の抑止や穆件害警の
寧期解決:t-1Iilるととを
目的に、市内の道学線、
学機及TJ公関周辺、主
張道織の交差点など:t-
中心1己市'lJ.1t置した、ビーコン~グ峻知績を内
蔵した防犯力メラ.

99 



@生活に身近な道路の盤備
精肉g餓当項目・
IIOと櫛蜘叩火事事 I I tj，.jJI ・Q~砂忌れ尋まちづくり署 園回園
111トト世ー昔"11税調時海面tl.l寺

遅延線線遣隊:
都市聞や市内の各地緩
の交通唱1'111，、、主震な骨
格となる道路.

血盟

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

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。

E:T臼ot，.'f:;:l"_tLE~.;ilj. 
-道路の盤備・政良

狭あい道識や踏切、また、自転車通行空間などの改良を進め、安全な道路空間の確保に

努めています。

引き続き、地場のニーズに対応した道路環境の鐘備を図るとともに、幹線道路※整備と

連携して計画的かつ効果的民整備・改良を進めるととが必要です。

-道路・橋祭の維持・補修

生活道路や橋擦の老朽化が進む申、道路パトロールの実施や橋梁の定期点検を実施し

ていますが、多くの点桟費用と補修費用が必要となるなど、楢大する維持更新費への

対応が求められています。

そのため、効果的かつ効串的な点検を行うとともに、予防保全を含めた早期補修に努める

ほか、計画的な修繕を行うととが重要です。

、 l~
点袋耳障唱~JlIII、.tc: 鍵点後



u.:各鳩鱒m‘窓方tt/4銭通1.I;fiち
加古I1防総合釣潤

。県貨な住宅供鎗の保温

f t$t;a 
国園図画回園図

安全・安心・倹速な金湯島町の実現そめざし、居flしやすい緩繍の形成や既得の住宅

ストック織の活用を促進します.

E. 0，;T~ì;;n F~~ I •• -苦言~・_，心忽居住濁鳩の形成
本ifile:aいては、持ち窓会司;...st覇軍い成調院で後移するほか、共同住宅が制加傾向に

あります.

1;t.:、曜ま矧回選む市営住宅については、道正な錐車事管理や集約化飢必薬となっています.

加えて、『住宅磯保蓑認.'Hξ対する賃貸住宅の供給の促出Z関する浴後胤改定される

など、艇もが居住しやすい色沼舗の形成が攻められています。

.!l!t!1t等の‘建・湯舟の促進!!~聖書匝重度・!!~i!. '治加するIfl、笠宮F家の未然防止やìJl週E化Ië:向けた取調自ßt必要Eと
なっています.

そのため、所有者による潟正念維持管避の穫祭を行うとともに、民間図像司Fと途携しτ
釜'!ilの湖底促滋に取リ絡むととか羽Rめられていt置す.

加古ijll市温風土紛住宅

固
'民訴沌a臨調繍島:

_ :な〈令ヲ
町 明時刻枇輔‘
... 厳令窃M命則乱，t"1"".A隠
IIJJ・・111'<・・老舎(*'.. ・，，&0、‘Zちづ<I)~
117<輔軒かう糖
.作ト+今ず刻蝿圃輔島崎

'‘住淘スト"'?:
績篇慎み串住喝申Eと.

減持草際色。訓陣:
住喝の.lIIft占める鱒
ち瞬時併合.

怨1



銀男焔繍副島0:-・・t'<~'・1'<'<...... 噂闘世積“.段~....，(.噌雀"酬と
.醐与柑時制e曹，，<りを
..‘ートト'm柑鯵刺闘は，

m 

@安全で良質な*潜水の供a8

I tIii:1 
園固回目園

安全で良質な水道""を安定的κ供給するため、水沼から虫E口:1;での氷選管理制ヲうと
とt.Ji:持続可能縁取業経営唱E推進し:J:ず.

E1， !:>Jif;l占L~:.~司 l 温
-安定した家潜水の倹M
純度経滅成長司Fによる事事制ωゑitt;t造反IC::帆哩備した、浄水制静毘水管等の次滋

.陵の:f!朽化が進e中、釣姻B!lな慾鎌更娠を進めるとともに、大銀緩地.の発生{i:備え、施肢の百 厩化~IIる必軍事があり:1;す。
:J:t.::、太線機災書発生時においても、避難所におしぜて、いち早く水浴氷が利用でをるよう

災轡用応急給水絵の般健相Z取り組ん可?います.

今後、広緒的君主自治体織逮告障を推進し、z後協力体制の繊築港進めるととが必薬です。

・健全唱z・黛鎗W，の織選

給水人口の減少に相，、、z精療の減少が見込疲れる一方で、考矧ヒが進む鎗畿の更新や

E諸鍵化司E治めるためにS率、多舗の策局が必療になります。そのため、経営.~豊富の磁化<<図るため、島崎活力の移入やLt;総理，~障の絵遂など、中長期
的な観点での経営1<:取り組む必援が$+)*す.

命曜宣傷跡事犠



u.:各鳩鱒m‘窓方tt/4銭通1.I;fiち
加古I1防総合釣潤

@雨水・汚*の適切怠処理

f t$t;a 
園固回目困図告書調置で事ti~主的な生活環易機の愈~1iIと安全・安心な.らしの実現 めざし、安定した

下水道機能の維持や、鈴続可飽t.t・繊経蛍を推進します.

E.  0，;T~ì;;n F~~ I •• 

-下京滋銅舗の鍵縛

下水滋施餓の考勿化や大錦織地績の発生が娘lEされる命、下水道施般・省調陣捕の繊総司旨

鯵侍するため、ストックマネジメント厳ItJ置に.づき、総官量・管.. の改築・更新:i:1Iるとともに、

耐震化ifi:進めてい〈ととふ必薬です。・下家道筋a..J民のIt薗的~・.
下水滋盤僑区童書内の朱鐙錨地織の早'回線溺Ie:向け、汚水管の劇倒的な建備を滋めると

と慾必穫でも

また、滋年、悠定稜超えるR降雨による浸水省l8リスクが潟:1:っておリ、総会治家の銀点か

ら問攻腕織や陽水貯留施鍛の慾備など唱E溜めていくととが必要堅守す.

・健全唱z・・鐙S霊の縫滋

下水道益鋪区線内の朱鐙冊目地紙の解消ぞ進めるととで、下水道使局械は微調ーする見込み

です瓜今後、管現時の老矧掛進むため、多額の更新民用的芯震と詰まってきます.

事者M可能な経営ぞ行うためには、今後の使用料収入の減少も飴寂した上司?、将来にわたる更新鍵尽の簸小化と.!匡化唱~II!!Iるなど、Iþ~堅調図書りな観点での経営}ζ耳ll)llð必震が
おります.

1 I 

R島中~....，.，・

固
'民訴沌a臨調繍島:

...... 町'()Aμ-肱“‘t-・‘~H'IAI:・"・~

.帥嶋崎陥柑骨蝿

.1‘・...艇a銚狗愈対lU

.禽扮畿が布*・・">

.，.・円陶砂税同容・a・-

'‘・.ω嶋，世・t):
地下は舗除した自障措鳴
の1:1::守、車.やZ場な
どから鱒出書tu;湾*
.踊水密蝿16't漉す役

畳1・f縫う‘時.

鎌足卜、，'.1‘rJ包'!I;I.シト:
下車1I曲陵舎骨を対最
終、'"蝿期的主絢眠状
簸常予測しなが晶、健持
曹理。瑠衡をー骨釣に
捉えて併個曲・処・備に

‘寝拘書割b

1鐙
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(1)地琢環車種と地緩の寝携を保全する
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(2)資源の毎週Eと環境拠化を推進する
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lISDGs餓当項目:
副 1給制国民
.す暗'1:'舟人民u.!:樟証司配
置置開蔵品"をみム均車
副官会地捕と争イレ金世鼻'l'lt
'叫岬4帆4時も切何"<:
... と脚冊。畠倣?(ろう
蝿住み嶋砂品れる曹事づ〈リ寄
.つ〈る鎌缶ヲか空費量
蝿寓:fl:1R舗に昌徳商な対鰻・e
・均申轟かさ否。1'>'5
掴同時畳酢さ色，'i1M1IIl-~←ヲザ噂搬姐胤，必

減絶縁温.fI::
三国量化成嫌等の濁禽虫b
lI!sスtf.、人聞の縫演
活動などによって織加
し、地密宙から放出され
る意外織を吸収すると

とにより、組放が温室の
ようになって穴気の:a
g障を土鼻古せるとと.

※温iI鎗.11ス:
太陽からの績を総理置に

車種噛ib..地齢緩める
.曹があるこ自量化俊.やメ~ンなどの大集中
のがス.

書提唱陣織唱;-:
編入及び法人の民間会

社民加え、公益法人など
も会't.

滅金銭高島:
.eる穐援に生息するさE
穐..とそれ奪取り奇襲
〈無織的.鍵(費tQl.土
fI.総鯵・泌・i:1I.穴気

など}をあわせた-?の
まと1;リを示す概念.

盟盛

園 BZ李~E~:-~主週
(1 )地球環境と地域の環境後保全する

@地穂積織の保全

m型

回園田園固園
田園図固園園

地球温腰化緩や環境汚換の防止を進めるため、市民一人一人の環視保全愈蹟のさらなる

高掃を囲り、環境への負荷の少ない社会の構績をめざします。E， 1 主，' .矛~1~n.F:<l.:j し姻

-拍車車温鰻化防止の推進

近年、気温の上昇に伴う大薦などの黒字詰気象、洪水の発生や類鮪はど、治資官温暖化に

よる彫嘗が金国各砲で現れており、圏内外を関わず早急に取り組むべき量要標題のーっ

となっています。本市塚治、ら排出される温室効果ガス※について，~ヱコドライブの推奨や家庭用燃料電池
システム(エゑファーム〉の設置慣用の補助をはじめとして、削減に向けた微々 な取組を

推進してきました.

今後も、市民、事業者※、行政が一体となって温室効果ガスの削減など地縁温暖化の防止に

向け、取り組んでいく必要があります。

また、「気候変動適応法Jが施行され、地球温暖化の影響や被害に闘する市民の理解の

促進など、気候変動への灘応に向けた取組が必要です。

・環擁汚換の鵬止

大気汚染や水質汚濁等については、工場・事業場へのきめ細かな指司惨など様々 な環者康保全対策を維進してき~した。
一方、プラスチックごみの海への漉出は、海洋汚染だけでなく、海の生態系列ζも影留を及ぼしてい~す。
引き続き、きれいな空気や水の確保に向け、対策を講じていく必要があります。

・環槙係金窟惜の嘗発

『かんきょう出前購盛J竜彦はじめとした環繊教育・軍事発などの推進により、市民の環境

意識が高まりつつあります.

今後も、市民、市民活動団体、事業者、行政などの各主体が協力・連S除して環境啓発を

進めていく必要があります。

織のbーテン



12・:各線績の‘$裁量t/ぐ5うるおいのあるまち
加古書I防総会釣宮司

.治雄の自然源織の健全

t $$01 

図回目困図
回目園園

人と自然が共生する社会の実現をめざし、霊止榊援の保全や議休島地の活用安促進するとともに、多織な生きものを資む濁筑の保全:~濁ります.
E.. 0_1;T~I;;I' Ft'~ I •• 

-旦は帰の自事会や遊休.地の活用の促進

市民活動図像により星山保全活動tJ.fまわれていltすが、幼嫌住民と殺事本との関わりの

殺薄化1.. 飢え、総綿所有者の滋綜鐙4踊.:欲が減退しており、続絡の手入れが行き届いて

いない状況にありltす.

また、a業従唱聞の'.餅bや後続<<不思ζより、新たな灘体貧絡が持金しています。

そのため、続線の保全や灘休幾織の活用を鈍る必要があります。・多割障な豊住tJ唱~O)t:海軍3環織の事事会
市内には、緑少な動織物後会め車種々 な生きものが盆』院して';aり、復鈍l-nitSライベントの"僚など、縫筑紋望号・聖書R後通じて'~t都多級事量織の磯保が.療であるとと後発信しています.t:t之、市民活動図体!ë:;åいても、場少な動績割障の保全や~3提唱置の'.除、潔lA!f突などの
活紛がr.rわれτいt置す.今後も、ïIi~活動図像と連織しつつ、生物多車種往の保全1;:1Ilする取鰻唱E進める必震が
ありt:T.

薗餓.属会

回
'民訴沌a臨調繍島:
BlI時ゼロに
個 略怖酬臨
齢 制批トイ叫欄制
1M偽.附割、‘""""りを
!I?'.機管。。令鱒蜂..11:11欄II:A体抑奪掃..

.. の-‘<O'M..，・健か'‘・O!I~

.，帥歩噌切符剣闘禽・4参

..山総Z

λ舟集常時近く巨畠り、

生活車日用の11:161<-入手
が飢えられて義晴が‘
持官制τ、。、高山や執.

減量揃岡酢繊像:生2由民組、滋伝~制
つ骨レベル申書官圏瞳.包宮I.Itも町守、~O:
生，"11'毒自冨相聞‘膏保
事1I:O阜、車揖骨隼轟11
視の'"で驚磁を綱Wて
い骨Q.

m 



'‘鋭)(j!8船首綱島:
・圃防副川削劇劇貼#:
・蜘酌礎調lIIIl栴
・峨揚事時""定令多〈υe
.，，(，・"を設か令鎌髭
.蝿・a闘訓・sg.附鰍司E
.鴎ぬ... 輔暢う
.除の・-・‘'
動宅ート歩..，.，明醐舟・ι時

離鋪噂釦秘会:
1It.1IIの事事生知"、.
JII1.)削除草草加、適正
11:純分が時係官れると

とによ"官、買.蝿灘申
揖積寄書血闘い穏情、a)
骨骨世量誠古れ晶祉会.

蝶将司~eみ翁釧11:
市11e，み60$f賞、貴曹
者令書弘線記II!"畢軍

事皐e否定・6、Eみ毛細
曹とヨPには、市耕輔車す

'liO・Ib韓虜すB艇庫.

蝿広鳩お骨純忠締官量:
令願4(2022)..fI>s
加古川市、寓砂市、稲様
師、鋪崎明の2帯2町で
供島嘩健鎗す弘高帯帽

に婚後申的可燭Eみ昆ぴ~鍵・司自大をみ織111
摘蹴.

1盤

(2)資源の緩軍医と環筑美化を推進する

.ごみの減量・再演語化の推進

I !!.j:1 

回目回図
固因固因

持線可能な循潔型社会援の繊績による環嫌先進叡司障をめざし、ごみの発生を抑制し、

再使用・再資源ftlt:積極的10:取り組むとともに、ごみの遺産処濯名権遣し*す.

EI (，.j".T，l.1史ドf;j 1， ..  

-ごみの舞金抑制・湾使用・再演源化によ1I.lIitの娘道直
本市では、令毒自4Cおt22)年盟主からの、加古11防府般市、稲幾何百kび簿調関1IJt7)2i'告別での広調書ごみ総避の実絡を見据え、織や ごみの'20%減.(平成25(2013)若手度lt)~~績に
掛久紙績の分別や到足後慾などの資源化、粗大ごみの戸J:服集などに取り組み、自織

を造成Tるととかでき*し1t.
しかし君主がら、企図的にもごみの減益が進むE炉、歌市の一人1日当たりの鍵やすごみllW.は、全信平均を上回っているととから、引き続き、さらなるごみの減量監と策調i'lヒ~錐巡 るため、鐙定ごみ袋骨~JlI'艇の徹底や食品ロスの，臓に費量りmむととが虫重軽で .

・ごみの適正銭湯の鎗進IJ;;意義ごみ~連絡役軍への円滑な移行に向け、引き続き、..や地調講1.:対 る~，み緋尚ルールの周知轡発などにより、~jみの減量H~'資源化を健治Tるとと銚芯震で .

婦やす邑みのw島



12事:各線翁m・本お量t/Sうるおいo<臨るまぢ
加古書I防総会釣鏑

.繍繍鍵化の錐道S

t $$01 図画回国国固園
移民への環筑美化轡発唱r:j量進ずるとともに、公共用水量産灘の保全を回り、水環布陣への

負衡の低減を進めるととで、清潔で美しい生活環績を創出します.

Ei ':::.)...L.‘竃1 主;-~司 I '1 

..織鍵化'"量{マナーアップ)0縫到底
，..綾織や洗湯織をはじめとした大型車E・などの不法銭集、ごみのポイ鎗てやベット・の

ふム必などが依然として努釜しています.

そのため、市島一人一入1/)モラ'/1-の向上と謝己活動のさらなる促進毎回る10震がおります.

・公然Jli<.，の保全

公共用水の次質問〉司tf豊に向け、し尿やf主活古車排水の灘iE1:処理軍司E築造するため、公災下成遂の重量償司E計画的に進めるとともに 公共下水滋fJO・・~れない区緑においては 
合併総連浄化.※のさらなる鍵及及び管建の促進が必震です.

獄、し尿や浄化織汚泥のゆ周処理老行う、し尿終末総獲鎗織が老純化してしゅととひら、し尿や浄化織汚泥の絡調民的な処獲量I~自由まえつつ 計画的1:設備の更筋や繍霞の・4障
を進めていくとと仇必震です.

イzロ-'1-~-?骨峨

回
'民訴沌a臨調繍島:
・・6醐，，.削胴船貼..，.__e，イ~・・・~-み・.$16れ論寄港タ〈リ.. ・-:J(~.怪気か令鍋盛..・関晴程a・翁陣湾甥・e.. ぬ・-~.作ト+今ず刻蝿圃輔島崎

.公誕JII*調1:
湾'JlUI!沼、海鴻指ど申
告揖時周に棋吉れるま

鍵晶.u<::t¥i<:綾'障す畢
悠臨時とと.

総合併総指瀞4削除

生活鱒水島う昔、し織と
鎌訴車(台掃や凪書、却k
.なとかも<!)Pl!O寄'.O~τ軍日曜す轟Zとが
で曹革静化縛.

1盤



'‘鋭)(j!8船首綱島:
.能回婦a，;;s，'・攻寄ヲ〈りを
'押す吋弱晴樹禽蹴岬

担金

(3)7)<と線のさ担問者を形成する

.公・等の整備

I !!.j:1 回園
公11-.地の後備や管理を進めるとともに、将来締療やニー刃ζ対応した公留置醤地等の

運営Lε努tb、断続錨えて集い、鎌うととができる窪燭の形成をめざし疲れ

EI (o_.j".T，l.1史ドf;j 1， ..  

-公・..却hの益留障
日岡山公慣については、fa岡山公田周辺地区11，!;づ〈り線級Jを策定し、子どもから

Ri働者まで多世古代が夢をはぐくむととのできる舞台づくり緩めぎし、周辺滋織や駐軍調ー

などの益保ヱ積智治めていt置す.

11t;;;、車種現総会公・については、ハイウェイオアシス織鈴とあわせ、自然Ic::t隠しむととの
できる公Eとして、計画鈎1;:盗傷を錐淀するととが温度です.

その他の2伝，i!:i:{)¥管理する公・8島袋については、老朽化が進行しているととから、公E

*1用者'if.安心して安全1;:公濁筋設を姻J用するととができるよう、公冨締役後鯵命イほf包
1<:.‘づく滋切な後鱒唱E獲が必獲です.ーー公・a臨調~.の鐙..ヨE曾
策書簡については、術的{tの進行lc::.iJI!う火線併殺の朝国加が見込まれるととから、将幾需要Ef:完結えた針領的な銑舗の更続や途切な週E 1f.~められています.
宏氏、公園芯地除ついては、ニーズ'!c::対応した怠地の還世Zが戒められています.

省蝿t'.<l・



12事:各線翁m・本お量t/Sうるおいo<臨るまぢ
加古書I防総会釣鏑

.録化・鵜*密聞の活用

t $$01 
回国

織の僚会・育成や-*※rln聞の活用iζ向けた取組.{f進8品、うるおいややすらぎを

翁じられる:11ちづくり後推進し獲す.

Ei ':::.)...L.‘竃1 主;-~司 I '1 

..1tの維酒量~司~I志、各..イベントの鱒骨量管混じて市民の 化繊舗のa.il'1Iるとともに、市震の
主体鈎な緑化活動を支mし、まちなみの緑化篭促進しています.

今後も、織化活動や録地保全Ic:関Tる市民繊舗のお婦を図るとともに、市民、市民活動団体等との鎗.織による鈴化定後進するとと~.療です.
..臨調IC!!IIO)活用

2主ifiのシンボルマある加古'JIIをはじめ、不意書潟、継続湖、寺田治君主ど、市内には多量生の翁水~-与をしています.とりわ隊、tJI釘l回111.'主、.々君主スポーツやイベントなどで
活用されています.

今後も、とれらの!!III<<-、ifiAlの織いの織として::-"活思するととか泳められています.

S自古lItJtーヂーマーチ

$O(詠繊鎗司自由:
.働揖枯れ‘震抑制・E
a骨 ........ 胃噛剛院A

減ti:

回

唖4惨事111'でlJ(と鶴し。
ととを鯨.，..掃し申とと
の内8II:I:t..ホ寓品れ事
E主、亀鎖骨事Eと草ε
を曹i}.

後..:
申&拍車量コミ:1.=7.(
団体‘市島惑.田弘事
銀事、大航符曜事申g・
様車垂体が、地舗に揖暗晶餓繕暑ともに~!t、共
事仏そ申告的解決惨悼

ずすま曹の旗串央凋民
向"で、置いI?草麗し、
ぞれぞれの暢量管生11'

I.'t'"を鎗揮いー骨k
皐って現り飾@とと.

111 
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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。



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

@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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