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概要版

計画策定にあたって
全国的に厳しい財政事情の中で本格的な地方分権の時代を迎え、地方の自主性、自立性が一層求め

られています。本市においても担うべき役割とそれに伴う責任が大きく変わろうとしています。
一方で、ますます多様化し、複雑化する市民ニーズに対応するためには、市民と行政が互いに手を取り
合い、豊かさとゆとりを実感できる地域社会を築き上げていくことが一層重要となってきます。
そのような中で、総合計画は、市における総合的かつ計画的な行政運営を行うための計画として最も上
位に位置づけられ、より市民本位の計画とすることが求められています。
そのため、本市においては、市民の視点に立ってまちづくりの目標及び将来の姿を定め、それを実現する

ための方策や手段を、総合的かつ体系的に明らかにします。また、計画的な行政推進の指針及び市民等
の活動の際の指針ともなるよう、市と市民が対等の立場に立ち、地域の実情に応じて可能なものについて
は市民と行政が協働することを目指した総合計画を策定するものです。
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本市のまちづくりの基本理念は、わがまちの「元気回復・活力再生」、「市民幸福度の向上」、「産業の発展」
及び「福祉サービスの充実」を縦軸とし、広く聞く、よく考える、的をはずさない、そして、機を見て選択的かつ
集中的でわかりやすい実行を横軸として、市民を中心に「産・学・官」の協働によりまちづくりを推進するものと
します。
特に市民協働においては、何かをお願いするのではなく、市民力、地域力の発揮により、「やってみよう」とい
う行動に繋がる条件づくりを考えます。
第4次総合計画は、計画のどのページを開いてもこの理念が読み取れるよう策定しています。

1

柏原市のまちづくりの理念

基 本 構 想
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本市は、大阪の都心からわずか20kmほどの距離にありながら、市域の3分の2を占める緑豊かな山々に囲まれ、
水豊かな大和川が市域を流れるなど、多彩な自然環境に恵まれた地域となっています。
また、市内には、原始から古代、近世にわたり多くの遺跡や文化財があり、歴史的に貴重な地域として知られて
います。
これらの自然環境や歴史は、本市の貴重な財産として長年にわたり受け継がれてきたものであり、今後も守り伝
え活かしていくために、市民と一体となった取組が必要であると考えられます。
そのため、市民一人一人が、本市の自然環境や歴史を再認識し、誇りと愛着が育まれるように、人と人とのつな
がりや交流を通じて、自然や歴史を活用した個性あるまちづくりに取り組み、賑わいと活力にあふれているまちを
実現することを目指します。
そのようなことから、柏原市の目標とする将来像を次のとおりとします。

本市の魅力である豊かな自然環境を大切にしながら、利便性の高い都市基盤を整備し、質の高い魅力ある生活環
境を創出するとともに、特に子育て支援策の充実、地域産業の活性化など、若者の定住化促進に重点を置いた施策
の充実等に取り組むことにより、現在人口を上回る将来人口を目指し、本市の目標人口は、80,000人と設定し
ます。

総合計画は、長期的な視野に立ち、将来どのようなまちづくりを目指すのか、その実現のための基本的な方針を
示す「基本構想」及び基本構想に示された将来像を実現するため、基本構想をより具体的にし、各分野別の取組を
示す「基本計画」で構成され、計画期間は次のとおりです。

柏原市の将来像

目標人口

総合計画の期間と構成
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将来像実現のための施策体系

施策目標 《医療、健康》
市民が、必要なときに必要な医療が受けられ、健康に暮らして
いる

1

施策目標 《自然環境》
身近な自然環境が保全され、日々の営みの中で自然と親しんで
いる

1

施策目標 《生活環境》
環境保全に取り組み、環境に負担をかけない暮らしと行動を実
践している

2

施策目標 《環境保全》
市民、事業者等の参画の下、環境保全に取り組んでいる

3

施策目標 《産業》
産業が育ち、地域に活力と賑わいがあふれている

4

施策目標 《就労環境》
身近な地域で働く場が確保され、働きやすい環境が整っている

5

施策目標 《福祉》
子どもから高齢者、障害者等、誰もが地域の支え合いの中で活
きいきと暮らしている

2

施策目標 《防犯》
地域の治安が守られ、市民が安全に安心して暮らしている

3

施策目標 《防災》
市民と行政の協働により、災害から市民の安全が守られている

4

施策目標 《都市基盤》
必要な都市機能がまとまった利便性の高い良好なまちとなっ
ている

1

施策目標 《生活基盤》
快適な衛生環境が確保されている

2

施策目標 《交通基盤》
利便性、安全性の高い交通基盤が整備され、誰もが快適に移動
している

3

施策目標 《アメニティ環境》
潤いと安らぎを与える景観や身近な緑にあふれている

4

施策目標 《人権》
一人一人の人権が守られ、誰もが活きいきと暮らしている

1

施策目標 《協働のまちづくり》
市民が市政に関心を持ち、市民が主体となったまちづくりが実
現している

1

施策目標 《国際交流》
市民と外国人が交流し、国際理解を深め、共に地域で暮らすコ
ミュニティを築いている

2

施策目標 《市政運営》
市民の視点に立った適正な市政運営が行われている

3

施策目標 《行財政運営》
市民の信頼の高い、効率的で効果的な行財政運営が行われて
いる

4

施策目標 《学校教育》
一人一人の個性と能力を伸ばす学校教育が行われ、子どもの学
力が向上している

2

施策目標 《生涯学習》
誰もが生涯にわたって学ぶ機会があり、生きがいを持って地域
で暮らしている

3
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将来像

政策目標1
地域のつながりの中で誰もが
健康で安心して暮らしている

政策目標2
産業と豊かな自然が調和し、
環境にやさしい事業活動や生
活行動を実践している

政策目標3
生活の利便性が高く、質の高
い快適に暮らせるまちとなっ
ている

政策目標4
人権を尊重し、地域への誇り
を持った心豊かな個性と能力
を発揮する人が育っている

政策目標5
健全な行財政運営が行われ、
市民主体のまちづくりが実現
している
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市民力、地域力発揮のための指針主要施策

政策目標

1
政策目標

1
地域のつながりの中で
　　　　　　　誰もが健康で安心して暮らしている

施策目標1-1 《医療、健康》 市民が、必要なときに必要な医療が受けられ、健康に暮らしている

重点目標1-1-1　医療体制
身近な地域で必要な医療が受けられる体
制が整っている
重点目標1-1-2　健康づくり
市民の日常的な健康管理、健康づくりと
健全な国民健康保険事業等の運営が行
われている

医療体制の充実/地域救急医療の充実/予
防医療への対応/地域連携の充実/市立柏
原病院の健全運営
健康診査の充実/母子保健事業の充実/疾
病予防対策の充実/健康づくり運動の推進/
関係機関との連携の強化/献血の推進/国
民健康保険事業の健全運営

市民自らが病気の程度や緊急性を判断で
きるよう、救急医療に関する意識啓発を行
います
市民が健康の大切さを認識し日常的に自ら
健康管理に取り組めるよう、意識啓発を行
います

施策目標1-2 《福祉》 子どもから高齢者、障害者等、誰もが地域の支え合いの中で活きいきと暮らしている

重点目標1-2-1　子育て支援
地域の中で保護者が安心して子育てを行
い、子どもがすくすくと育っている
重点目標1-2-2　高齢者福祉
高齢者が、住み慣れた地域で介護・福祉
サービスを利用し、互いに支え合い、生き
がいを持って安心して暮らしている
重点目標1-2-3　障害者福祉
障害の程度にかかわらず、全ての人が普
通に暮らしている

重点目標1-2-4　地域福祉
地域の支え合いの中で、確かな安心と自
立の支援を受け暮らしている

子育て支援の充実/保育サービスの充実/地
域における子育て力の向上/児童虐待防止
体制の充実/幼保一体化の推進
利用者本位のサービスの提供と地域ケア体
制の構築/介護保険事業の適正運営/生き
がいと社会参加の推進/高齢者が安心でき
る暮らしの実現/高齢者の権利擁護
安心して暮らすことができる地域の実現/自己
選択、自己決定に基づく自立支援の促進/社
会参加の支援の促進/ライフステージに応じ
た保健医療の充実/社会のバリアフリー化の
推進
福祉サービスの適切な利用の推進/社会福
祉活動の支援/地域福祉への住民参加の推
進/住民の生活課題の発見と対応に関する
方策の整備/総合的な地域福祉の推進/生
活困窮家庭への支援

働く親が仕事と育児を両立できるよう、事業
主の子育て支援の取り組みを啓発します

市民が高齢者の孤独死等を出さない地域の
支え合いの大切さについて理解を深められる
よう、意識啓発を行います

市民が障害者を地域の一員として受け入れ
障害者を支えていけるよう、意識啓発を行い
ます

市民が身近な地域に暮らす人に関心を持ち、
援護や支援を必要とする人が孤立することが
ないよう、情報提供し、地域で助け合える環境
を整えます

施策目標1-3 《防犯》 地域の治安が守られ、市民が安全に安心して暮らしている

重点目標1-3-1　防犯体制
市民の防犯意識が高く、地域一体になっ
た防犯活動が行われている
重点目標1-3-2　消費者保護
安全で安心できる消費生活を送っている

防犯対策の推進/安全監視体制の充実

消費者意識の啓発/消費者保護の推進/消
費者団体への活動支援

市民が自分の身を犯罪から守るよう、意識啓
発を行います

市民が消費者トラブルに巻き込まれること
のないよう、情報提供や正しい知識を普及
します

施策目標1-4 《防災》 市民と行政の協働により、災害から市民の安全が守られている

重点目標1-4-1　消防、救急体制
災害発生時に迅速に活動できる消防、救
急体制が整っている
重点目標1-4-2　地域防災
災害に強いまちづくりと地域での自主防
災体制が進められている

消防、救急体制の充実/消防団員の技術
向上

耐震化の促進/災害に強いまちづくりの推
進/総合的な治水対策の推進/防災体制の
強化

市民が消防団の必要性、重要性について理
解できるよう、情報発信を行います

市民が自分の身は自分で守り地域のことは
地域で守るとの意識を持てるよう、意識啓発
を行います

市民力、地域力発揮のための指針主要施策

市民力、地域力発揮のための指針主要施策

市民力、地域力発揮のための指針主要施策

基 本 計 画
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潤いと安らぎを与える景観や身近な緑にあふれている

4

施策目標 《人権》
一人一人の人権が守られ、誰もが活きいきと暮らしている

1

施策目標 《協働のまちづくり》
市民が市政に関心を持ち、市民が主体となったまちづくりが実
現している

1

施策目標 《国際交流》
市民と外国人が交流し、国際理解を深め、共に地域で暮らすコ
ミュニティを築いている

2

施策目標 《市政運営》
市民の視点に立った適正な市政運営が行われている

3

施策目標 《行財政運営》
市民の信頼の高い、効率的で効果的な行財政運営が行われて
いる

4

施策目標 《学校教育》
一人一人の個性と能力を伸ばす学校教育が行われ、子どもの学
力が向上している

2

施策目標 《生涯学習》
誰もが生涯にわたって学ぶ機会があり、生きがいを持って地域
で暮らしている

3
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将来像

政策目標1
地域のつながりの中で誰もが
健康で安心して暮らしている

政策目標2
産業と豊かな自然が調和し、
環境にやさしい事業活動や生
活行動を実践している

政策目標3
生活の利便性が高く、質の高
い快適に暮らせるまちとなっ
ている

政策目標4
人権を尊重し、地域への誇り
を持った心豊かな個性と能力
を発揮する人が育っている

政策目標5
健全な行財政運営が行われ、
市民主体のまちづくりが実現
している
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市民力、地域力発揮のための指針主要施策

政策目標

1
政策目標

1
地域のつながりの中で
　　　　　　　誰もが健康で安心して暮らしている

施策目標1-1 《医療、健康》 市民が、必要なときに必要な医療が受けられ、健康に暮らしている

重点目標1-1-1　医療体制
身近な地域で必要な医療が受けられる体
制が整っている
重点目標1-1-2　健康づくり
市民の日常的な健康管理、健康づくりと
健全な国民健康保険事業等の運営が行
われている

医療体制の充実/地域救急医療の充実/予
防医療への対応/地域連携の充実/市立柏
原病院の健全運営
健康診査の充実/母子保健事業の充実/疾
病予防対策の充実/健康づくり運動の推進/
関係機関との連携の強化/献血の推進/国
民健康保険事業の健全運営

市民自らが病気の程度や緊急性を判断で
きるよう、救急医療に関する意識啓発を行
います
市民が健康の大切さを認識し日常的に自ら
健康管理に取り組めるよう、意識啓発を行
います

施策目標1-2 《福祉》 子どもから高齢者、障害者等、誰もが地域の支え合いの中で活きいきと暮らしている

重点目標1-2-1　子育て支援
地域の中で保護者が安心して子育てを行
い、子どもがすくすくと育っている
重点目標1-2-2　高齢者福祉
高齢者が、住み慣れた地域で介護・福祉
サービスを利用し、互いに支え合い、生き
がいを持って安心して暮らしている
重点目標1-2-3　障害者福祉
障害の程度にかかわらず、全ての人が普
通に暮らしている

重点目標1-2-4　地域福祉
地域の支え合いの中で、確かな安心と自
立の支援を受け暮らしている

子育て支援の充実/保育サービスの充実/地
域における子育て力の向上/児童虐待防止
体制の充実/幼保一体化の推進
利用者本位のサービスの提供と地域ケア体
制の構築/介護保険事業の適正運営/生き
がいと社会参加の推進/高齢者が安心でき
る暮らしの実現/高齢者の権利擁護
安心して暮らすことができる地域の実現/自己
選択、自己決定に基づく自立支援の促進/社
会参加の支援の促進/ライフステージに応じ
た保健医療の充実/社会のバリアフリー化の
推進
福祉サービスの適切な利用の推進/社会福
祉活動の支援/地域福祉への住民参加の推
進/住民の生活課題の発見と対応に関する
方策の整備/総合的な地域福祉の推進/生
活困窮家庭への支援

働く親が仕事と育児を両立できるよう、事業
主の子育て支援の取り組みを啓発します

市民が高齢者の孤独死等を出さない地域の
支え合いの大切さについて理解を深められる
よう、意識啓発を行います

市民が障害者を地域の一員として受け入れ
障害者を支えていけるよう、意識啓発を行い
ます

市民が身近な地域に暮らす人に関心を持ち、
援護や支援を必要とする人が孤立することが
ないよう、情報提供し、地域で助け合える環境
を整えます

施策目標1-3 《防犯》 地域の治安が守られ、市民が安全に安心して暮らしている

重点目標1-3-1　防犯体制
市民の防犯意識が高く、地域一体になっ
た防犯活動が行われている
重点目標1-3-2　消費者保護
安全で安心できる消費生活を送っている

防犯対策の推進/安全監視体制の充実

消費者意識の啓発/消費者保護の推進/消
費者団体への活動支援

市民が自分の身を犯罪から守るよう、意識啓
発を行います

市民が消費者トラブルに巻き込まれること
のないよう、情報提供や正しい知識を普及
します

施策目標1-4 《防災》 市民と行政の協働により、災害から市民の安全が守られている

重点目標1-4-1　消防、救急体制
災害発生時に迅速に活動できる消防、救
急体制が整っている
重点目標1-4-2　地域防災
災害に強いまちづくりと地域での自主防
災体制が進められている

消防、救急体制の充実/消防団員の技術
向上

耐震化の促進/災害に強いまちづくりの推
進/総合的な治水対策の推進/防災体制の
強化

市民が消防団の必要性、重要性について理
解できるよう、情報発信を行います

市民が自分の身は自分で守り地域のことは
地域で守るとの意識を持てるよう、意識啓発
を行います

市民力、地域力発揮のための指針主要施策

市民力、地域力発揮のための指針主要施策

市民力、地域力発揮のための指針主要施策

基 本 計 画
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市民力、地域力発揮のための指針主要施策
施策目標2-1 《自然環境》 身近な自然環境が保全され、日々の営みの中で自然と親しんでいる

重点目標2-1-1　自然保全
水と緑の良好な自然環境が保たれ、市民
が憩い親しんでいる

水辺環境の整備/水質浄化の推進/森林の
保全

市民が水辺や森林の自然の大切さについて
理解し、主体的に自然環境保全に取り組むこ
とができるよう、情報提供を行います

施策目標2-2 《生活環境》 環境保全に取り組み、環境に負担をかけない暮らしと行動を実践している

重点目標2-2-1　資源の循環利用
ごみの減量化やリサイクルがなされ、環境
の負荷の少ない資源の循環利用が進ん
でいる
重点目標2-2-2　地球温暖化防止
省エネルギー化が進められ、地球環境へ
の負荷が軽減されている

不法投棄の防止・抑制/ごみ減量化、リサイク
ル活動の促進/適正なごみの処理/ごみ処理
体制の充実

エネルギーの有効利用の推進/温室効果ガ
スの削減

市民が循環型社会実現の必要性を理解でき
るよう、情報提供を行います

市民が低炭素・省エネルギー社会への理解を
深め取組が進められるよう、情報提供を行い
ます

施策目標2-3 《環境保全》 市民、事業者等の参画の下、環境保全に取り組んでいる

重点目標2-3-1　環境保全活動
環境保全対策や市民、事業者等と連携し
た環境保全活動に取り組んでいる

環境基本計画の策定/公害対策/環境教育
の推進/環境美化

市民や事業者が環境保全活動や環境美化
活動の必要性を理解できるよう、情報提供し、
活動への参加を呼びかけます

施策目標2-4 《産業》 産業が育ち、地域に活力と賑わいがあふれている

重点目標2-4-1　商業
魅力的な商業地が展開され、多くの人たち
で賑わっている
重点目標2-4-2　工業
個性ある工業が育ち、地域産業を牽引し
ている
重点目標2-4-3　農業
ぶどう等の特色ある農業が盛んで、担い
手が育っている

商業基盤の整備/商業組織の活動の推進/
小売店舗の承継、更新策の推進/ワンストッ
プ性及び買物弱者対策の推進/観光振興
工業の振興/企業経営の支援

農業の担い手育成/安全で安心な農産物の
生産/地域農業の活性化/農地の保全促進
/遊休農地の活用/有害鳥獣の駆除

市民が商店街等の重要性を理解できるよう、
情報提供を行います

市民が市内工業の役割や効果について理
解を深めてもらえるよう、情報提供を行います

市民が地域農業への理解と関心を深められ
るよう、情報発信を行います

市民力、地域力発揮のための指針主要施策

市民力、地域力発揮のための指針主要施策

市民力、地域力発揮のための指針主要施策

施策目標2-5 《就労環境》 身近な地域で働く場が確保され、働きやすい環境が整っている

重点目標2-5-1　就労支援
身近な地域で働けるよう、地域での雇用
支援が進められている

就労支援の推進/勤労者福祉の増進 企業における就労条件が改善されるよう、意
識啓発を行います

市民力、地域力発揮のための指針主要施策

市民力、地域力発揮のための指針主要施策

生活の利便性が高く、
　　　　　　質の高い快適に暮らせるまちとなっている

政策目標

3
政策目標

3
施策目標3-1 《都市基盤》 必要な都市機能がまとまった利便性の高い良好なまちとなっている

重点目標3-1-1　計画的な土地利用
計画的な土地利用に基づき、良好なまち
づくりが進められている

都市計画の推進/木造住宅密集市街地の
改善/適切な開発指導によるまちづくり

市民参加による計画的なまちづくりの必要性
について理解を深めてもらうよう、情報提供し、
多様な市民参加を呼びかけます

産業と豊かな自然が調和し、
　　環境にやさしい事業活動や生活行動を実践している

政策目標

2
政策目標

2
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施策目標3-3 《交通基盤》 利便性、安全性の高い交通基盤が整備され、誰もが快適に移動している

重点目標3-3-1　生活道路
誰もが安心して歩ける身近な生活道路が
整備されている
重点目標3-3-2　交通網
市域内外を自由に移動できる交通網が整
備されている
重点目標3-3-3　交通安全対策
市民の交通安全意識が高まり、交通安全
対策が進んでいる

市道の整備/バリアフリー化の推進/市民協
働による道路の美化活動促進/道路の維持
管理
広域交通網の整備/市内循環バスの利用促
進/公共交通の利用促進（TDM施策）

交通安全対策の推進/違法駐車、駐輪対策
の推進

市民が快適な歩行者空間確保のための市民
の協力について理解できるよう、情報提供し、
その活動を支援します
市民が公共交通利用の必要性について理
解できるよう、情報提供し公共交通利用促進
を啓発します
市民が交通ルールを守り交通事故が減少す
るよう、市民の交通安全意識を啓発します

市民力、地域力発揮のための指針主要施策

市民力、地域力発揮のための指針主要施策

人権を尊重し、地域への誇りを持った
　　　　心豊かな個性と能力を発揮する人が育っている

政策目標

4
政策目標

4
施策目標4-1 《人権》 一人一人の人権が守られ、誰もが活きいきと暮らしている

重点目標4-1-1　人権教育
人権尊重意識の高揚と教育が市民生活
の中に浸透している
重点目標4-1-2　男女共同参画
男女の人権が尊重され、互いに支え合い、
能力を十分に発揮できる社会が実現して
いる

人権尊重意識の普及/平和事業の推進

男女共同参画社会の推進

市民が人権や平和に関する理解を深められ
るよう、情報提供や意識啓発を行います

市民が性別による固定的な役割分担意識を
解消するよう、意識啓発を行います

市民力、地域力発揮のための指針主要施策
施策目標3-2 《生活基盤》 快適な衛生環境が確保されている

重点目標3-2-1　下水道
生活排水が適正に処理され、河川の水質
が改善している
重点目標3-2-2　上水道
安全で安心な水道水が安定して供給され
ている

生活排水の適正処理/経営基盤の強化

危機管理対策も図られた水道システムの再
構築/浄水、水質管理の強化/浄水の安定
確保/事業運営基盤の強化

市民が生活排水がもたらす影響等について
理解を深め各家庭における生活排水対策に
取り組むよう、情報提供と啓発を行います
市民が水が限りある資源であることの重要性
を理解できるよう、情報提供を行います

市民力、地域力発揮のための指針主要施策
施策目標3-4 《アメニティ環境》 潤いと安らぎを与える景観や身近な緑にあふれている

重点目標3-4-1　公園、緑地
市民との協働により緑あふれるまちづくり
が進められている

重点目標3-4-2　都市景観
周辺環境と調和した良好なまち並み、景観
がある

「緑の基本計画」の策定/公園、緑地の整備/
里山の整備/史跡公園の活用/災害時の公
園の活用

都市景観の整備/歴史的まち並みの整備

市民が公園や緑地を愛着を持って維持管
理できるよう、市民参加型（ワークショップ方
式の市民意見導入）による公園整備を進め
ます
市民が景観形成に関する理解を深められる
よう、情報提供を行います

市民力、地域力発揮のための指針主要施策
施策目標4-2  《学校教育》 一人一人の個性と能力を伸ばす学校教育が行われ、子どもの学力が向上している

重点目標4-2-1　教育指導
幼稚園、小中学校において連携した教育
が行われ、基礎学力が向上している
重点目標4-2-2　教育環境
子どもが快適な学習環境の中で充実した
教育を受けている

教育理念の普及と実践/幼小中一貫教育の推
進/学力・体力の向上/学生、地域ボランティア
の協力による教育充実/教育支援の充実
学校施設の耐震化/市立幼稚園の充実/
中学校給食実施の推進/一体型一貫校の
推進

市民が子どもの社会性育成について理解を
深められるよう、情報提供を行います

市民が子どもの学校生活と教育環境につい
て理解を深められるよう、情報提供を行います
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市民力、地域力発揮のための指針主要施策
施策目標2-1 《自然環境》 身近な自然環境が保全され、日々の営みの中で自然と親しんでいる

重点目標2-1-1　自然保全
水と緑の良好な自然環境が保たれ、市民
が憩い親しんでいる

水辺環境の整備/水質浄化の推進/森林の
保全

市民が水辺や森林の自然の大切さについて
理解し、主体的に自然環境保全に取り組むこ
とができるよう、情報提供を行います

施策目標2-2 《生活環境》 環境保全に取り組み、環境に負担をかけない暮らしと行動を実践している

重点目標2-2-1　資源の循環利用
ごみの減量化やリサイクルがなされ、環境
の負荷の少ない資源の循環利用が進ん
でいる
重点目標2-2-2　地球温暖化防止
省エネルギー化が進められ、地球環境へ
の負荷が軽減されている

不法投棄の防止・抑制/ごみ減量化、リサイク
ル活動の促進/適正なごみの処理/ごみ処理
体制の充実

エネルギーの有効利用の推進/温室効果ガ
スの削減

市民が循環型社会実現の必要性を理解でき
るよう、情報提供を行います

市民が低炭素・省エネルギー社会への理解を
深め取組が進められるよう、情報提供を行い
ます

施策目標2-3 《環境保全》 市民、事業者等の参画の下、環境保全に取り組んでいる

重点目標2-3-1　環境保全活動
環境保全対策や市民、事業者等と連携し
た環境保全活動に取り組んでいる

環境基本計画の策定/公害対策/環境教育
の推進/環境美化

市民や事業者が環境保全活動や環境美化
活動の必要性を理解できるよう、情報提供し、
活動への参加を呼びかけます

施策目標2-4 《産業》 産業が育ち、地域に活力と賑わいがあふれている

重点目標2-4-1　商業
魅力的な商業地が展開され、多くの人たち
で賑わっている
重点目標2-4-2　工業
個性ある工業が育ち、地域産業を牽引し
ている
重点目標2-4-3　農業
ぶどう等の特色ある農業が盛んで、担い
手が育っている

商業基盤の整備/商業組織の活動の推進/
小売店舗の承継、更新策の推進/ワンストッ
プ性及び買物弱者対策の推進/観光振興
工業の振興/企業経営の支援

農業の担い手育成/安全で安心な農産物の
生産/地域農業の活性化/農地の保全促進
/遊休農地の活用/有害鳥獣の駆除

市民が商店街等の重要性を理解できるよう、
情報提供を行います

市民が市内工業の役割や効果について理
解を深めてもらえるよう、情報提供を行います

市民が地域農業への理解と関心を深められ
るよう、情報発信を行います

市民力、地域力発揮のための指針主要施策

市民力、地域力発揮のための指針主要施策

市民力、地域力発揮のための指針主要施策

施策目標2-5 《就労環境》 身近な地域で働く場が確保され、働きやすい環境が整っている

重点目標2-5-1　就労支援
身近な地域で働けるよう、地域での雇用
支援が進められている

就労支援の推進/勤労者福祉の増進 企業における就労条件が改善されるよう、意
識啓発を行います

市民力、地域力発揮のための指針主要施策

市民力、地域力発揮のための指針主要施策

生活の利便性が高く、
　　　　　　質の高い快適に暮らせるまちとなっている

政策目標

3
政策目標

3
施策目標3-1 《都市基盤》 必要な都市機能がまとまった利便性の高い良好なまちとなっている

重点目標3-1-1　計画的な土地利用
計画的な土地利用に基づき、良好なまち
づくりが進められている

都市計画の推進/木造住宅密集市街地の
改善/適切な開発指導によるまちづくり

市民参加による計画的なまちづくりの必要性
について理解を深めてもらうよう、情報提供し、
多様な市民参加を呼びかけます

産業と豊かな自然が調和し、
　　環境にやさしい事業活動や生活行動を実践している

政策目標

2
政策目標

2
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施策目標3-3 《交通基盤》 利便性、安全性の高い交通基盤が整備され、誰もが快適に移動している

重点目標3-3-1　生活道路
誰もが安心して歩ける身近な生活道路が
整備されている
重点目標3-3-2　交通網
市域内外を自由に移動できる交通網が整
備されている
重点目標3-3-3　交通安全対策
市民の交通安全意識が高まり、交通安全
対策が進んでいる

市道の整備/バリアフリー化の推進/市民協
働による道路の美化活動促進/道路の維持
管理
広域交通網の整備/市内循環バスの利用促
進/公共交通の利用促進（TDM施策）

交通安全対策の推進/違法駐車、駐輪対策
の推進

市民が快適な歩行者空間確保のための市民
の協力について理解できるよう、情報提供し、
その活動を支援します
市民が公共交通利用の必要性について理
解できるよう、情報提供し公共交通利用促進
を啓発します
市民が交通ルールを守り交通事故が減少す
るよう、市民の交通安全意識を啓発します

市民力、地域力発揮のための指針主要施策

市民力、地域力発揮のための指針主要施策

人権を尊重し、地域への誇りを持った
　　　　心豊かな個性と能力を発揮する人が育っている

政策目標

4
政策目標

4
施策目標4-1 《人権》 一人一人の人権が守られ、誰もが活きいきと暮らしている

重点目標4-1-1　人権教育
人権尊重意識の高揚と教育が市民生活
の中に浸透している
重点目標4-1-2　男女共同参画
男女の人権が尊重され、互いに支え合い、
能力を十分に発揮できる社会が実現して
いる

人権尊重意識の普及/平和事業の推進

男女共同参画社会の推進

市民が人権や平和に関する理解を深められ
るよう、情報提供や意識啓発を行います

市民が性別による固定的な役割分担意識を
解消するよう、意識啓発を行います

市民力、地域力発揮のための指針主要施策
施策目標3-2 《生活基盤》 快適な衛生環境が確保されている

重点目標3-2-1　下水道
生活排水が適正に処理され、河川の水質
が改善している
重点目標3-2-2　上水道
安全で安心な水道水が安定して供給され
ている

生活排水の適正処理/経営基盤の強化

危機管理対策も図られた水道システムの再
構築/浄水、水質管理の強化/浄水の安定
確保/事業運営基盤の強化

市民が生活排水がもたらす影響等について
理解を深め各家庭における生活排水対策に
取り組むよう、情報提供と啓発を行います
市民が水が限りある資源であることの重要性
を理解できるよう、情報提供を行います

市民力、地域力発揮のための指針主要施策
施策目標3-4 《アメニティ環境》 潤いと安らぎを与える景観や身近な緑にあふれている

重点目標3-4-1　公園、緑地
市民との協働により緑あふれるまちづくり
が進められている

重点目標3-4-2　都市景観
周辺環境と調和した良好なまち並み、景観
がある

「緑の基本計画」の策定/公園、緑地の整備/
里山の整備/史跡公園の活用/災害時の公
園の活用

都市景観の整備/歴史的まち並みの整備

市民が公園や緑地を愛着を持って維持管
理できるよう、市民参加型（ワークショップ方
式の市民意見導入）による公園整備を進め
ます
市民が景観形成に関する理解を深められる
よう、情報提供を行います

市民力、地域力発揮のための指針主要施策
施策目標4-2  《学校教育》 一人一人の個性と能力を伸ばす学校教育が行われ、子どもの学力が向上している

重点目標4-2-1　教育指導
幼稚園、小中学校において連携した教育
が行われ、基礎学力が向上している
重点目標4-2-2　教育環境
子どもが快適な学習環境の中で充実した
教育を受けている

教育理念の普及と実践/幼小中一貫教育の推
進/学力・体力の向上/学生、地域ボランティア
の協力による教育充実/教育支援の充実
学校施設の耐震化/市立幼稚園の充実/
中学校給食実施の推進/一体型一貫校の
推進

市民が子どもの社会性育成について理解を
深められるよう、情報提供を行います

市民が子どもの学校生活と教育環境につい
て理解を深められるよう、情報提供を行います
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施策目標4-3 《生涯学習》 誰もが生涯にわたって学ぶ機会があり、生きがいを持って地域で暮らしている

重点目標4-3-1　生涯学習
年齢によらず、誰もが学びたいときに学べ
る多様な学習機会がある
重点目標4-3-2　スポーツ振興
誰もが気軽に楽しむ生涯スポーツが盛ん
である
重点目標4-3-3　青少年の健全育成
地域のつながりの中で、子どもが健全に
育っている
重点目標4-3-4　文化財保護
文化財が大切に守られ、次世代へ継承さ
れている

生涯学習の充実

スポーツの振興/スポーツ環境の充実

青少年育成団体支援の推進/青少年講座
の充実/地域教育力の向上/地域の見守り
体制の充実
文化財の保存と活用/文化財に関する知識
普及と啓発の推進

市民が生涯を通じて学習ができるよう、支援を
行います

市民がスポーツによる健康保持への効果や
楽しさを理解できるよう、市は情報提供を行い
ます
市民が社会環境の青少年育成に及ぼす影
響について理解を深められるよう、情報提供
を行います
市民が地域における文化財の価値を理解し
継承できるよう、情報提供を行います

市民力、地域力発揮のための指針主要施策

施策目標5-2  《国際交流》 市民と外国人が交流し、国際理解を深め、共に地域で暮らすコミュニティを築いている

重点目標5-2-1　国際化
日常生活に不便や不安を感じることなく在
住外国人が生活し、市民との交流が生ま
れている

国際交流の推進/外国人が暮らしやすいまち
づくり/市民の国際感覚の高揚

市民と外国人との交流が深まるよう、留学生
を中心とした多様な交流機会を提供します

市民力、地域力発揮のための指針主要施策

施策目標5-3 《市政運営》 市民の視点に立った適正な市政運営が行われている

重点目標5-3-1　市民サービス
市民ニーズに対応した適正なサービスが
提供されている

窓口サービスの充実/広報広聴活動の推進/
情報セキュリティの強化/市政情報の公表

市民満足度の高いサービスが提供できるよう、
体制を整えます

市民力、地域力発揮のための指針主要施策

施策目標5-4 《行財政運営》 市民の信頼の高い、効率的で効果的な行財政運営が行われている

重点目標5-4-1　行財政改革
改革、改善の意識の下、計画的かつ合理
的な行財政システムの改革が進められて
いる
重点目標5-4-2　財政運営
歳入及び歳出の適正化の下、計画的か
つ効率的な財政運営が進められている

行財政改革の推進/公正で適正な入札制度
の確立/職員の資質向上/総合計画の推進/
広域行政の推進/庁舎本館の整備

公平で適正な課税/納税の適正化/健全な
財政運営/受益と負担の適正化

市民が行財政改革の進捗状況と達成成果
を把握できるよう、説明責任を果たします

市民が税金の役割について理解を深めると
ともに税の使途を把握できるよう、わかりやす
い説明を行います

市民力、地域力発揮のための指針主要施策

市民力、地域力発揮のための指針主要施策

健全な行財政運営が行われ、
　　　　　　　　市民主体のまちづくりが実現している

政策目標

5
政策目標

5
施策目標5-1 《協働のまちづくり》 市民が市政に関心を持ち、市民が主体となったまちづくりが実現している

重点目標5-1-1　コミュニティ活動
市民が身近な地域で自主的にコミュニティ
活動に参加している
重点目標5-1-2　ボランティア活動
多様な分野でボランティア活動が盛んで、
ボランティア団体が育っている
重点目標5-1-3　市政参画
市民が積極的に市政に参加している

コミュニティ活動への支援/コミュニティ会館
の整備と運営

ボランティア活動の育成支援/市民のNPO
に対する認識度の向上

市政参画への環境づくり/行政への市民参
加の推進

市民が地域コミュニティの役割やその重要性
を理解できるよう、意識啓発を行います

市民が働きながらボランティア活動に参加で
きるよう、事業主の意識啓発を行います

市民の意見が市政に反映されるよう、市政に
関して意見を述べる場や直接参画する機会
の充実を図ります
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