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第３部
第１章

前期基本計画
基本計画の内容

１．基本計画の位置づけ・構成
基本計画では、基本構想で示した「まちの将来像」を実現するために、「まちづくりの方向」に
基づくまちづくりを推進していくための 24 の「施策」の内容を示すとともに、各施策を横断的に
パッケージ化し、優先的かつ重点的に展開するべき取り組みを「重点戦略」として設定し、前期基
本計画のリーディングプロジェクトとして位置づけます。

２．基本計画の期間
前期基本計画の期間は、2020 年度（令和２年度）から 2024 年度（令和６年度）までの５年
間とします。
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３．施策の体系
基本構想で示した「まちづくりの方向」に基づくまちづくりは、24 の「施策」が相互に連携を
図りながら推進していくことが基本となりますが、施策の体系では、施策ごとに、特に関連性が強
い「まちづくりの方向」と、それらの施策をパッケージ化して設定した「重点戦略」を、以下のよ
うに整理しました。
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第２章

施策の内容

■ 各施策の構成（施策の見方） ■

現状と課題
施策を展開していくに
あたって踏まえておく
べき社会情勢や、猪名川
町の現状・課題、住民の
意識・動向などを記載し
ています。
まちづくりアンケート
では、町が推進する各施
策に対する住民の意識
を把握し、「評価」「重
要度」などを数値化しま
した。
「評価」とは、該当する
施策の進捗状況を住民の
視点で評価したもので
す。例えば、施策「防犯・
消費者対策」の「評価」
については、住民が「防
犯・消費者対策が整って
いる」と思っているかを
５段階で把握し、数値化
したものとなります。

施策の展開方向
「現状と課題」を踏ま
え、基本構想で整理した
「まちづくり」を推進し
ていくための施策の展
開方向を記載します。
また、それぞれの展開方
向がどのような「まちづ
くり」につながるのかを
整理しています。
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取り組みの内容
「施策の展開方向」ごと
に行政の主な取り組みの
内容を記載しています。
「施策の展開方向」ごと
の取り組みの概略を記載
しています。
「施策の展開方向」ごと
の取り組みの具体的な内
容を記載しています。

分野別計画
施策・施策の展開方向に
関連する分野別計画を記
載しています。
上記の「取り組みの内容」
の詳細な内容等について
は、該当する分野別計画
で整理しています。
なお、前期基本計画策定
時に関連する分野別計画
がない場合は空欄となっ
ています。

4

施策１ 人権尊重・多文化共生

互いを認め合い、暮らしやすいまち
現状と課題
●

人権についての住民意識調査で、人権侵害を
ある

受けた経験がある人は全体で 23.6％と約 4 人
0

に 1 人が人権侵害を受けたと答えています。男

全体

性より女性のほうが多く、また 20 歳代・30 歳

男性

性別

代で 33％を占めています。人権侵害を受けた具
体的な内容として「地域や学校、職場で、暴力・
脅迫・無理強い・仲間はずれなどのあつかいを受

年代別

となっています。
人権は、「人間が人間らしく生きる権利であ

23.6

72.3

18.0

4.1

78.6

3.4

27.7

68.2

4.1

20歳代

27.2

69.1

3.7

37.8

59.5

2.7

40歳代

23.7

73.7

2.6

50歳代

25.7

69.5

4.8

70歳以上

誰にとっても最も身近で大切なものであり、不

100（％）

女性

60歳代

り、人が生まれながらに持っている権利」です。

無回答
50

30歳代

けた」が 55.2％と多く、特に 20 歳代は 86.4％
●

ない

17.4

78.4

13.5

4.2

80.2

6.3

資料：人権についての猪名川町住民意識調査
（2016 年（平成 28 年）３月）

当な差別を受けている人だけでなく、すべての

人に関わっています。住民一人ひとりがあらゆる場と機会において、人権への関心を持ち、社会全体
で最大の尊重をしていかなければならない人権について、すべての人が互いに尊重しあい、また違い
を認めあう、人権文化の息づく社会の実現に向けて取り組むことが大切です。
● 本町の 2015 年（平成 27 年）の女性就業率は 41.7％と、年々働く女性が増えている一方で、
「男
性は仕事、女性は家庭」という性別による役割分担が根強く残っている中、男女が性別にかかわりな
く、ともにその能力や個性を最大限に発揮できる男女共同参画社会の実現が求められています。
● 多文化共生のまちづくりとして、外国人の人権や国際理解に関する周知・啓発活動をはじめ、英語
版のパンフレットの作成や生活支援相談の実施、交流機会の創出、国際交流などに取り組んでいます。
本町の外国人人口は年々増加していることからも、互いの価値を認め合いながら、国籍に関わらず誰
もが暮らしやすいまちづくりを進める必要があります。

施策の展開方向
【まちづくりの方向】

【施策の展開方向】

１）人権尊重のまちづくり

１

交流・活力をうみだす

まちづくり

２

誰もが挑戦・活躍できる

３

人を大切に育てる

まちづくり

４

健やかにくらせる

まちづくり

５

自然と共生し快適にくらせる

６

安全・安心を守る

まちづくり

２）男女共同参画の推進
３）多文化共生・国際交流の推進
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まちづくり

まちづくり

取り組みの内容
１）人権尊重のまちづくり
すべての人が互いに尊重しあい、多様性を認めあう社会の実現に取り組みます。
①すべての人が互いに尊重しあい、多様性を認めあう社会が実現されるよう、人権教育・人権啓発
の実施にあたっては、あらゆる機会を通して、様々な人権課題の解決に向けて、猪名川町人権・
同和教育研究協議会や神戸地方法務局伊丹支局などと連携しながら一体的に推進していきます。
②同和問題をはじめ、女性・子ども・高齢者・障がいのある人・外国人など、個別の人権課題につ
いて、適時、適切な人権教育・人権啓発に努めます。
③インターネットによる人権侵害や東日本大震災に起因する人権問題、LGBT（特定の性的少数者）
や SOGI（性的指向・性自認）など、新たな人権課題への対応として、それぞれの人権課題に対
する防止と救済、啓発活動、また正しい知識の普及活動等に努めます。
④「ふらっと六瀬」において、人権に関するあらゆる相談を受け、必要な専門機関などにつなぐこ
とで、相談支援体制の充実を図ります。

２）男女共同参画の推進
男女がともに能力と個性が発揮できる男女共同参画社会の推進に取り組みます。
①男女がともにあらゆる分野に参画できる組織の体制づくりを促進し、地域全体で男女共同参画社
会の構築に向けた施策の推進に努めます。
②男女がともにワーク・ライフ・バランスの正しい考え方に基づく適切な生活が営めるよう、労働、
子育て、介護など、様々な施策を一体的に推進していきます。

３）多文化共生・国際交流の推進
国籍や民族等に関わらず、互いを認め、誰もが暮らしやすいまちづくりに取り組むとともに、町国
際交流協会と連携し、様々な場や機会を活用し、多国籍の人とのつながりを深めていきます。
①外国人住民が安心して暮らせるよう、それぞれの文化を理解しあい、生活上の問題への相談体制や日
本語学習の充実、多言語表記による行政サービス情報の提供などに取り組みます。
②オーストラリアバララット市との姉妹都市提携による教育、文化、人事などの各種交流事業を継
続するとともに、新たな交流が生まれるよう取り組みを推進します。
③国際社会の中で、猪名川町で育つ子どもたちが国際感覚を身につけられるよう、外国文化とふれ
あえる場の整備などに取り組みます。

分野別計画
■猪名川町人権推進基本計画
■第三次猪名川町男女共同参画行動計画
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施策２ 地域コミュニティ

地域交流・地域活動が活発なまち
現状と課題
●

近所づきあいの状況（猪名川町）

近所づきあいや地域でのつな
0%

がりが希薄化する中で、地域が抱
える課題は多様化・複雑化してお

全体

り、住民一人ひとりの生活の場で

19歳以下

あり、住民相互の交流が行われる
地域社会、あるいはその活動を行
う団体・組織でもある「地域コミ
ュニティ」の重要性が見直されて

20%
11.7

40歳代

10.5

らは、親密な近所づきあいをする

70歳以上

ており、若い世代では近所づきあ
いが希薄化しています。また、地

3.5
3.8

41.6

43.9

60歳代

20 歳代では 19.2％にとどまっ

42.1

43.2

5.2

5.6

44.3

44.3

5.2

42.4

48.2

20.2

100%
3.2

75.0

7.2

まちづくりアンケート調査か

人は 57.1％となっていますが、

36.3

17.3

8.4

●

80%

42.1

50歳代

います。

60%

45.4

8.8

20歳代 1.9
30歳代

40%

1.5

36.4
50.1

22.4

よくつき合っている
あまりつき合っていない（あいさつ程度）
不明・無回答

2.6
2.5

ある程度つき合っている
全くつき合っていない

資料：まちづくりアンケート調査

域での活動への参加意向はあるものの、活動に参加していない人が若い世代を中心に多くなっており、
参加意向を活動の実践につなぐことが課題となっています。さらに、地域コミュニティの活性化に向
けて、住民相互の交流やそのための場づくりなどが必要となっています。
● 49 ある自治会では、住民相互の交流や防犯・防災活動、見守り・支えあいの活動などを展開して
います。その一方で、町全体の自治会の加入率は年々減少し（2018 年（平成 30 年）には 77.5％）、
まちづくりアンケート調査では、現在自治会活動に参加している人は 32.9％となっており、自治会
をはじめ自分の住む地域への関心・理解の醸成とともに、自治会活動の活性化が必要となっています。
● 主に小学校区ごとに設立された 7 つのまちづくり協議会では、自治会単位では対応できない広域的
な地域課題への対応や、地域内の情報共有などに向けた活動を展開しています。その一方で、既存の
活動者の負担が増大し、活動内容を拡大することが難しい状況にあることから、人材の確保・育成と
ともに、地域コミュニティに関連する各種団体・組織、事業所間の連携・協働を促進していく必要が
あります。

施策の展開方向
【まちづくりの方向】

【施策の展開方向】
１）地域に対する関心・意識の醸成と
住民相互の交流の促進

１

交流・活力をうみだす

まちづくり

２

誰もが挑戦・活躍できる

３

人を大切に育てる

まちづくり

４

健やかにくらせる

まちづくり

５

自然と共生し快適にくらせる

６

安全・安心を守る

まちづくり

２）地域コミュニティにおける活動の活性化
３）地域コミュニティを担う人材の育成
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まちづくり

まちづくり

取り組みの内容
１）地域に対する関心・意識の醸成と住民相互の交流の促進
住民一人ひとりが「自分ごと」として地域に関わっていけるような意識づくりや、住民相互の
交流を促進します。
①自分の生活する地域への関心を持ち、
「自分ごと」として地域の現状や課題・地域活動等への理解
を持てるよう、多様な情報発信、場・機会づくりに取り組みます。
②地域において様々な人々と出会い、交流やつながりを持てるようなきっかけとなる機会づくりを
推進します。また、住民相互の交流に向けて、既存のイベント・行事への支援とともに、住民が
気軽に定期的・継続的に集うことができる場・居場所づくりに取り組みます。

２）地域コミュニティにおける活動の活性化
自治会やまちづくり協議会をはじめ、地域コミュニティに関連する団体などの様々な活動の活
性化を図ります。
①自治会は地域コミュニティの核となる役割を担っていることから、自治会加入率の回復を図り、
自治会の存在意義や果たすべき役割を明確にし、行政とのパートナーシップを構築していきます。
②各自治会の特色を活かしながら、担い手となる自治会員の負担軽減を図り、活動しやすい環境を
整備していきます。
③まちづくり協議会の活動の活性化に向けて、地域を担当する職員を派遣し、地域課題や魅力創造
など幅広く相談に応じられる体制をつくります。地域担当職員が中心となり、庁内での情報共有
を積極的に行うことで分野横断的な支援体制を確立します。
④個々の活動への支援はもとより、団体・組織、事業所間での情報・ノウハウ等の共有、相互交流
などのネットワークづくりなどに取り組みます。
⑤地域コミュニティの活性化に向けて、基本的な考え方や果たすべき役割・責務、取り組みの方向
などを示す指針（ビジョン）の策定を検討します。

３）地域コミュニティを担う人材の育成
地域コミュニティで活躍する人、活動をけん引していく人の育成支援に取り組みます。
①地域リーダー養成研修をはじめ、生涯学習や文化・スポーツといった多様な場・機会を通じて、
コミュニティ活動を支える人材の育成を進めるとともに、それらの人材が地域で活動・活躍でき
るような環境づくりや継続的な支援に取り組みます。
②ライフステージやライフスタイル、地域への関心・意識に応じて、具体的な活動に参加するとと
もに、継続していけるよう、多様な場・機会づくりやコーディネート、マッチングなどの支援に
取り組みます。

分野別計画
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施策３ 参画・協働

多様なまちづくりの活動に挑戦できるまち
現状と課題
● 社会経済状況は様々な面で大きく変化し、地域の課題などは増大及び多様化・深刻化する中で、住
民一人ひとりはもとより、地域など多様な主体が、まちづくりを「自分ごと」と捉え、知恵や力を出
しあいながら、まちの将来像をともに実現していくための取り組みが必要となっています。
● まちづくりアンケート調査の結果から、まちづくりなど各種地域活動・行事へ担い手としての参
加意向を整理すると、年齢に関係なく、参加意向を持つ人は 3～4 割程度となっています。また、
まちづくりなどに主体的な参加意向を持つ人（企画・運営側として参加したい人）は、19 歳以下が
最も多く、70 歳以上、40 歳代でも他年齢層より多くなっており、今後の参画・協働のキーパーソ
ンとなっています。また、まちづくりワークショップでは、多様な住民がまちづくりに参加・参画
していくためにも、住民同士が議論・対話できる場の重要性が指摘されています。
● 住民の状況を踏まえ、まずは、まちづくりなどに主体的な参画意向を持つ人を中心に、多様な住
民がまちづくりに参加・参画できる「場づくり」
「仕組みづくり」が必要となっています。
● 様々な分野において、ボランティア組織などによる住民主体の活動が展開されるようになっており、
活動に取り組む個人・団体をつなぎ、情報共有・相互連携を図っていく中間支援の活動も拡がってい
ます。
● これまで取り組んできた参画・協働によるまちづくりに加えて、まちの多様な主体が、互いの個性
や価値観を認めあい、緩やかなネットワークを構築し、新たな価値・魅力や課題解決に向けた取り組
みを創りあげていく「新たな協働による取り組み」を推進していかなくてはなりません。

施策の展開方向
【まちづくりの方向】

【施策の展開方向】

１ 交流・活力をうみだす

まちづくり

２ 誰もが挑戦・活躍できる まちづくり

１）まちづくりへの参加・参画の仕組みの
構築・拡充

３ 人を大切に育てる まちづくり
４ 健やかにくらせる まちづくり

２）多様な主体によるネットワークの
構築・拡充

５ 自然と共生し快適にくらせる

まちづくり

６ 安全・安心を守る まちづくり
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取り組みの内容
１）まちづくりへの参加・参画の仕組みの構築・拡充
誰もが気軽に楽しく、継続してまちづくりに参加・参画できる仕組みを構築・拡充します。
①地域への関心を持ち、
「自分ごと」として現状や課題・地域活動等への理解を持てるよう、目的に
応じた多様な情報発信、場・機会づくりに取り組みます。
②地域の現状・課題やまちづくりなどについて気軽に対話したり、学ぶことができ、具体的な活動
につなげていけるよう支援していきます。
③行政が持つ統計情報や分野計画など、まちづくりに必要となる情報に関して、わかりやすく情報
をみることができる環境を整備します。
④団体・組織、事業所など多様な主体が、地域課題の解決やまちの将来像の実現に向けた活動に取
り組めるよう、活動の立ち上げや継続など、各段階で相談支援機能の充実を図ります。
⑤まちづくりへの参加・参画の仕組みの構築・拡充に向けて、情報公開制度に基づく行政情報の公
開に適切に対応します。

２）多様な主体によるネットワークの構築・拡充
「新たな協働による取り組み」を推進していくための多様な主体によるネットワークを構築・
拡充します。
①自治会単位やまちづくり協議会単位など、多様な既存のネットワーク・つながりの見える化とと
もに、その充実を図ることで、情報共有や連携の創出・強化、活動の活性化をめざします。
②各分野で活動する個人や団体・組織、事業所などが共通の目的で連携して取り組みができるよう
に団体の情報などをオープンな情報とできるよう仕組みをつくります。また、各種相談の機会や
マッチング機能を強化することで、団体間の連携や協働を支援していきます。
③新たな協働による取り組みを含めた参画・協働によるまちづくりについて、指針（ビジョン）の策
定を検討します。

分野別計画
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施策４ 地域福祉

支えあい、助け合う地域をつくるまち
現状と課題
● 少子化・高齢化やライフスタイルの変化に伴い、地域における生活・福祉課題は多様化、複雑化してお
り、地域で支えあい、助けあう力「共助」だけでは対応できない状況があります。また、複合的な課題や
制度の狭間の問題を抱える人（世帯）もみられることから、お互いに支えあい、助けあうことのできる地
域づくりと、分野横断的な支援体制の構築が課題となっています。
● 民生委員・児童委員や福祉委員を中心に、地域における声かけや見守り活動を行っていますが、様々な
不安や課題を抱える人や生きづらさを感じる人などを、地域で孤立させないよう、地域での理解・気
づきを促進していくとともに、気軽に集える場・居場所の拡充、地域福祉の担い手への多面的な支援な
どが必要となります。
● 地域だけでは解決できない課題については、各種専門機関の相談支援員や事業所などと連携し、情報共
有や解決策の検討を行っていく必要があり、そのための仕組みづくりが求められています。また、生活困
窮者をはじめとする複合的な課題や自立支援（生活支援）に適切に対応していくためにも、分野を横断し
た相談支援体制を構築・拡充していくことが重要となります。
●

まちづくりアンケート調査によると、
「地域福祉の充実」はほかの施策と比べて評価が低く、重要

度は高くなっており、今後重点的に取り組むべき施策となっています。また、地域活動への関心はあ
るものの、参加していない人もいることから、地域活動への興味・関心を実際の活動につなげていくため
のきっかけづくりを行っていく必要もあります。
● 現在実施している地域福祉計画策定に関するアンケート調査の結果を記載予定。

施策の展開方向
【まちづくりの方向】

【施策の展開方向】

１ 交流・活力をうみだす

まちづくり

２ 誰もが挑戦・活躍できる まちづくり

１）支えあい、助けあうことのできる
地域づくり

３ 人を大切に育てる まちづくり
４ 健やかにくらせる まちづくり

２）包括的な支援体制の構築

５ 自然と共生し快適にくらせる

まちづくり

６ 安全・安心を守る まちづくり
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取り組みの内容
１）支えあい、助けあうことのできる地域づくり
地域住民の一人ひとりが地域の課題を「自分ごと」とし、できる限りの範囲で主体的に関わり
ながら、支えあい、助けあうことのできる地域づくりに取り組みます。
①小中学校における福祉教育の実施、福祉に関する講演会などを通じて、福祉に対する意識の向上
を図るとともに、多様な機会・媒体を活用し、健康福祉まつりをはじめとする福祉事業の周知・
啓発に努めます。
②自治会や民生委員・児童委員、福祉委員を中心に日常的な声かけや見守り活動を促進するととも
に、災害時要援護者支援制度などを通じて、緊急時や災害時に助けあい、支えあうことのできる
地域づくりに取り組みます。
③ふれあい運動会やいきいき・ふれあいサロンなど、子どもや高齢者、障がいのある人が地域の人
と気軽にふれあうことのできる機会づくりに取り組みます。
④ボランティアに関する研修会・講座の開催や、認知症サポーター養成講座の実施を通じて、地域
福祉活動の担い手となる人材の発掘と育成に努めます。
⑤活動団体同士のネットワーク構築に向けた交流・意見交換の機会の提供や、先進事例などの情報
提供を行い、地域福祉の担い手への支援に取り組みます。

２）包括的な支援体制の構築
相談支援体制の充実や権利擁護支援など、分野横断で包括的な支援体制づくりに取り組みます。
①自治会や民生委員・児童委員、福祉委員などによる声かけや見守り活動で把握した支援が必要な
人・世帯を、必要な支援につなげていくことができるよう、地域の担い手と専門機関・専門職等
の相互理解と連携を促進し、地域における相談支援体制の充実を図ります。
②複合的な課題や制度の狭間の問題などに対応できるよう、地域活動団体や専門職が連携し、分野横
断的な支援を行うとともに、
「地域ケア会議」といった地域課題の共有とその解決策を検討する機会
づくりに取り組みます。
③生活困窮者への支援や自殺対策、再犯防止に向けた取り組み、犯罪被害者やその家族への支援に
ついては、福祉分野だけではなく、多分野の関係機関・団体や地域、事業者等との連携を図り、
包括的かつ一人ひとりの状況に応じた支援・援助に取り組みます。
④認知症や障がいのある人など、判断能力が不十分な人への権利擁護支援に向けて、各種関連機関
が連携した地域連携ネットワークの強化をめざすとともに、成年後見制度などの周知と利用促進
に取り組みます。
⑤福祉担当職員やケアマネジャー、サービス提供事業所などにおける、各種サービス利用に関する
相談対応の充実を図り、サービスを受けやすい仕組みづくりを行います。また、サービス提供事
業所向けの研修や人材確保の支援を充実させ、福祉サービスの質の向上に取り組みます。

分野別計画
■第 3 次猪名川町地域福祉計画
■猪名川すこやかプラン【猪名川町保健計画・食育推進計画・自殺対策計画】
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施策５ 子ども・子育て支援

子どもの健やかな成長を支えるまち
現状と課題
● まちづくりアンケート調査による評価で、
「子育てしやすい環境」は全施策で平均を超えており、特
に「子育てしやすい環境」は 30 歳代以下の年代、就学前の子どものいる世帯において評価が高くなっ
ています。また、重要度も平均を超え、年代や地域に偏りなく重要と考える人が多くなっています。
● 留守家庭児童育成室の対象を高学年まで拡大するとともに、病児・病後児保育室の開設、中学生ま
での医療費の完全無料化など、子育てしやすい環境づくりに取り組んできました。また、認定こども
園の開設により 4 月当初の待機児童がいない状態を維持していますが、全国的に保育の受け皿の拡大
に向けた取り組みが進んでいることから、今後も子ども達にとって最善な環境整備を行うとともに、
待機児童ゼロを継続していく必要があります。
● 子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査において、子育てに対する負担感や不安感を感じてい
る人は半数を超えていることからも、相談体制の充実を図るとともに、相談窓口や各種子育て支援に
関わる事業について、広く周知・啓発していく必要があります。
● 全国的に児童虐待が年々増加している中、その対応に追われている状況にあります。子どもが健や
かに育つことができるよう、虐待の発生予防と早期対応に取り組む必要があります。
● ひとり親家庭は年々増加している状況にあり、仕事と子育ての両方を一人で担い、収入面でも不安
を抱える世帯が多くなっています。また、子どもの貧困も社会問題となっていることから、不安や悩
みを抱える世帯を早期に発見し、適切な支援に結びつけていく必要があります。
● 母子ともに健やかに成長することができるよう、妊婦健康診査費の助成をはじめ、母親学級、乳幼
児健診、産前・産後の支援などに取り組んでいます。妊娠・出産、子育てにおいて不安や悩みを抱え
ることがないよう、気軽に相談できる環境の整備などきめ細かに対応していく必要があります。
● 子育て世帯を対象に実施したヒアリングにおいて、豊かな自然環境で子育てを望む一方で、子ども
の成長に不可欠な遊びに関して、公園など安全面に配慮された遊びの環境整備に対する要望が多くあ
りました。

施策の展開方向
【まちづくりの方向】

【施策の展開方向】

１ 交流・活力をうみだす
２ 誰もが挑戦・活躍できる

１）教育・保育事業、地域子育て支援事業の充実

まちづくり
まちづくり

３ 人を大切に育てる

まちづくり

４ 健やかにくらせる

まちづくり

２）支援を必要とする子ども・子育て世帯への支援
３）子どもたちを健やかに育む環境づくり

５ 自然と共生し快適にくらせる
６ 安全・安心を守る
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まちづくり

まちづくり

取り組みの内容
１）教育・保育事業、地域子育て支援事業の充実
子育て世帯に対する各種支援サービスや相談体制などの充実を図り、子育て世帯が暮らしやすさ
を実感できるまちづくりを進めます。
①多様化する保護者のニーズに対応できるよう、保育サービスや地域子育て支援事業等の充実を図
ります。
②子どもの人数や保護者の就労動向を見極めつつ、適切な教育・保育事業の量の確保に努めること
で、待機児童ゼロを継続します。
③子育てに関する不安や悩みの解消に向け、関係機関の連携のもと相談体制の充実を図ります。
④SNS など子育て世代の多くが利用している電子媒体などを活用して、子育て世帯に必要な情報が
行き届くよう、情報提供のあり方・方法を充実していきます。

２）支援を必要とする子ども・子育て世帯への支援
児童虐待防止をはじめ、貧困世帯の解消など地域と連携した支援を充実していきます。
①児童虐待の早期発見・早期対応に向け、地域や関係機関等と連携を図り、児童虐待を未然に防ぐ
取り組みを進めるとともに、各種相談窓口の周知と相談体制の充実を図ります。
②ひとり親世帯や子どもの貧困世帯などに対し、就労支援や経済的負担の軽減などの生活支援に取
り組むとともに、ひとり親世帯や貧困世帯が孤立することがないよう、地域や団体等と連携し、
地域で支える体制の強化を図っていきます。

３）子どもたちを健やかに育む環境づくり
子どもの健やかな成長とともに、親もいきいきとした暮らしの満足感を得られるよう取り組みます。
①豊かな自然や人情味あふれる温かい環境の中で、子ども達が健やかに成長することができ、親が
安心して子どもを産み、育てられる環境を、住民・地域・団体等と連携を図りながら進めていき
ます。
②妊婦健康診査費の助成や母親学級、乳幼児健診などの母子保健事業の推進により、安心して出産・
育児に取り組めるよう妊産婦、乳幼児期からの切れ目のない支援に努めます。また、妊産婦訪問
や新生児訪問、乳幼児健診の際にきめ細かな相談により児童虐待を未然に防ぎ、子どもの成長・
発達の確認や育児に関する不安に対応するため、乳幼児健診の受診率の向上に努めます。
③妊娠・出産・子育てに関し、各種相談事業などを通じて包括的な支援に取り組み、産前・産後の
不安や子育てに対する不安や悩みの解消に努めます。
④子どもの成長に欠かせない「子どもの遊び」が充実し、子育てを楽しむことができる環境づくり
とともに、公園や広場など子どもが安全に安心して遊べる環境づくりに取り組みます。

分野別計画
■第 2 期猪名川町子ども・子育て支援事業計画
■猪名川すこやかプラン【猪名川町保健計画・食育推進計画・自殺対策計画】
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施策６ 高齢者支援

高齢者が生涯現役で活躍できるまち
現状と課題
● 2015 年（平成 27 年）の高齢化率は 26.3％となり、全国水準（26.6％）とほぼ同じ傾向となり
ます。これまで兵庫県平均、全国水準を下回っていたことから、この傾向は高齢化が進んでいると言
えます。今後も高齢化は進むことが予想されますが、兵庫県下でも健康寿命が長いまちの特色を活か
した健康長寿のまちづくりが重要となります。
● まちづくりアンケート調査によると、まちづくりなどに主体的な参加意向を持つ人（企画・運営側
として参加したい人）は、70 歳以上でほかの年齢層より多くなっています。また、まちづくりワー
クショップでは、高齢者が活躍できる仕組みや高齢者が働くことの重要性に関する意見も挙がってお
り、
「高齢者の活躍」に向けた支援、仕組みづくりなどが重要となっています。
●

まちづくりアンケート調査によると、
「高齢者の支援体制」はほかの施策と比べて重要度が高く、

住民が求める 10 年後のまちの姿については、「高齢者や障がいのある人など、必要な支援が受けら
れる福祉が充実したまち」が第 4 位（20 項目中）となっています。また、同調査では、10 年前に
比べて高齢者の定住意向が大幅に減少し、老後の不安が増大していることがわかります。
● 高齢者が介護や支援などが必要になっても住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、各種サー
ビス・支援体制の充実を図るとともに、高齢者やその家族が抱える不安などに対して、行政だけでな
く地域社会全体で支えあう地域づくりに取り組む必要があります。
● 高齢化に伴い、認知症高齢者の人が増加することが予測される中で、認知症高齢者が暮らしやすい
社会をめざす「共生」と、認知症の発症や進行を遅らせる「予防」を二本柱とした認知症対策の強化
が求められています。

施策の展開方向
【まちづくりの方向】

【施策の展開方向】
１）健康づくり・介護予防の推進と
社会参加・生きがいづくりの促進
２）高齢者が安全・安心に暮すための環境づくり
３）地域における高齢者の支援体制の充実
４）認知症対策の充実
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１

交流・活力をうみだす

まちづくり

２

誰もが挑戦・活躍できる

３

人を大切に育てる

まちづくり

４

健やかにくらせる

まちづくり

５

自然と共生し快適にくらせる

６

安全・安心を守る

まちづくり

まちづくり

まちづくり

取り組みの内容
１）健康づくり・介護予防の推進と社会参加・生きがいづくりの促進
高齢者の健康づくり・介護予防の推進や社会参加・就労などによる活躍の促進などを通じて、
生涯現役社会の実現をめざします。
①健康寿命の延伸に向けて、身近な地域での高齢者の主体的な健康づくり、介護予防の活動を促進・
支援します。
②生涯学習や多様な活動、交流、就労・就業支援などの社会参加・生きがいづくりに関する取り組
みの充実を図るとともに、高齢者のニーズや生活機能に応じた社会参加を支援できる体制の構築
に取り組み、高齢者の活躍を促進します。

２）高齢者が安全・安心に暮らすための環境づくり
住み慣れた地域で高齢者が安全・安心に暮らすことができるよう介護、医療、福祉サービス等
の充実や権利擁護の推進を図ります。
①川西市・猪名川町在宅医療・介護連携支援センターを中心に、医療機関と介護サービス提供機関
の相互連携による在宅療養支援体制の構築・拡充を図ります。また、在宅医療・介護連携推進協
議会などを通じた多職種が連携に取り組むとともに、在宅医療に関する知識の普及・啓発を推進
します。
②介護・支援が必要な高齢者やその家族が安心して暮せるよう、各種高齢者福祉サービスの充実を
図ります。また、住まいや移動手段の整備、災害時・緊急時対策の充実を図り、安全・安心な日
常生活が送れるまちをめざします。
③介護保険サービスの提供体制の充実を図るとともに、介護保険サービスの質の向上、介護給付適
正化に取り組みます。
④成年後見制度の利用促進を図るとともに、高齢者の虐待防止や孤独死防止に取り組み、高齢者の
権利擁護を推進します。

３）地域における高齢者の支援体制の充実
高齢者一人ひとりの課題解決や支援の充実に向けて、地域ぐるみで高齢者を見守り、支えてい
く体制づくりを進めます。
①地域包括支援センターの機能強化や地域ケア会議の充実に取り組み、地域包括ケアシステムの基
盤強化を図ります。
②生活支援コーディネーターが中心となった生活支援体制の整備や、既存の地域活動との連携など
を進め、地域で支えあう体制の充実を図ります。

４）認知症対策の充実
認知症になっても地域で安心して暮らせる「共生」と、認知症の発症や進行を遅らせる「予防」
を柱に認知症対策の充実を図ります。
①認知症に関する正しい理解を促進するとともに、認知症の予防や、認知症に関連する制度などの
普及・啓発に取り組みます。
②認知症の早期発見・早期治療等に向けて、認知症初期集中支援チームが中心となり、相談・支援
に取り組みます。
③認知症になっても適切な支援が受けられるよう、医療と介護が連携した支援を推進します。また、
認知症高齢者とその家族を地域で支える体制の構築・強化を図ります。

分野別計画
■猪名川町高齢者福祉計画・第 7 期介護保険事業計画
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施策７ 障がい者（児）支援

障がいのある人もない人もともに暮らしやすいまち
現状と課題
● 障害者手帳所持者が増加している中、障がいの有無に関わらず、誰もが互いを認め、尊重しあえる
共生社会の実現が求められています。また、障害者差別解消法が 2016 年（平成 28 年）に施行さ
れ、
「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」の考え方が示されました。
●

広報いながわや講演会等を通じて障がいや障がいのある人に対する理解の促進を図ってきました

が「猪名川町障がい者（児）福祉計画」策定時のアンケートでは、日常生活の中で差別や偏見を感じ
ると答えた人（
「よく感じる」と「ときどき感じる」の合計）は 29.8％で、知的障がい・精神障がい
のある人は半数以上の人が差別や偏見を感じていると回答していることから、理解の促進に向けた取
り組みを進める必要があります。
● 障がいのある人や家族の高齢化、障がいの多様化など、様々な要因を背景に相談件数が増加してお
り、障害者相談支援センターを中心とした相談支援体制の充実を図る必要があります。
● 障がい者実態調査や関係団体へのヒアリング調査などからは、
「親亡き後」に対する不安が明確にな
っており、住み慣れた地域で暮らし続けていけるような支援体制の確保が求められています。
●

まちづくりアンケートおいて、「障がいのある人が暮らしやすいまち」の評価は低いものの、今後

重要と考える人が多くなっています。また、住民が求める 10 年後のまちの姿については、まちづく
りアンケート調査では、「高齢者や障がいのある人など、必要な支援が受けられる福祉が充実したま
ち」が第 4 位（20 項目中）となっています。
● 障がいのある人の日常生活を支えるため、ホームヘルプサービスをはじめとした各種生活支援サー
ビスの確保と充実に努めていますが、障がいのある人が年々増加していることからも、継続して各種
生活支援サービスの充実に取り組む必要があります。また、障がいのある子どもが障がい特性に応じ
て必要な教育・療育を受けることができるよう、保健・医療・福祉・教育など、様々な関係機関が連
携し、支えていく必要があります。
● 共生社会の実現に向けて、障がいや障がいのある人に対する理解と人権の尊重を基本としながら、
障がいのある人それぞれが望む形で、地域であたりまえに暮らせるまちづくりを推進するとともに、
自立と社会参加の実現をめざす必要があります。

施策の展開方向
【まちづくりの方向】

【施策の展開方向】
１

交流・活力をうみだす

２

誰もが挑戦・活躍できる

２）生活支援体制の充実

３

人を大切に育てる

まちづくり

３）教育・療育の推進

４

健やかにくらせる

まちづくり

５

自然と共生し快適にくらせる

６

安全・安心を守る

１）障がいに対する理解、権利擁護の推進

４）自立と社会参加の促進
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まちづくり
まちづくり

まちづくり

まちづくり

取り組みの内容
１）障がいに対する理解、権利擁護の推進
障がいや障がいのある人に対する理解を深め、共生社会の実現に取り組みます。
①障がいの有無に関わらず、誰もが互いを認め、尊重しあえる共生社会の実現に向け、広報や福祉
教育、ふれあいの場等を通じて、障がいや障がいのある人に対する正しい知識の普及と、理解や
配慮の意識啓発を促進します。
②障害者差別解消法の趣旨や、法に基づく取り組み、事業者に求められる対応等をホームページや
広報誌等を通じて、周知・啓発します。また、障害者差別解消支援地域協議会を中心に、障がい
のある人への差別の解消を図ります。
③障がいのある人の権利擁護を保障するため、地域福祉権利擁護事業や成年後見制度の周知・啓発、
相談支援体制の充実に努めます。

２）生活支援体制の充実
障がいのある人の日常を支える各種生活支援サービスの充実を図ります。
①障害者相談支援センターを相談拠点として、障がい者支援に関わる各種団体、事業所等と連携を
図りながら相談支援機能の充実を図るとともに、相談員に対する研修等を充実し、さらなる質の
向上をめざします。
②訪問や日中活動、施設などの各種障がい福祉サービスなどの確保・充実に努めるとともに、障害
者手帳所持者に対する医療費助成を進め、必要な医療受診の機会を確保します。
③障がいのある人の高齢化、重度化や「親亡き後」を見据え、相談、緊急時の受け入れ・対応等の
必要な機能を備えた地域生活拠点等を整備し、住み慣れた地域で暮らし続けるため、グループホ
ームの活用など支援体制を確保していきます。

３）教育・療育の充実
障がいのある子ども一人ひとりの特性に応じたきめ細かな支援に取り組みます。
①町独自に実施している療育支援事業である言語聴覚療法・作業療法・理学療法の訓練を継続して
実施するとともに、児童発達支援センターを町内に整備し、保育所等訪問支援・重症心身障害児
対応の児童発達支援や放課後等デイサービス事業に取り組みます。
②母子保健事業を通じて、乳幼児の健全な成長と発達、保護者の心身の健康や健全な育児を確認・
支援するとともに、障がいの早期発見と適切な治療・療育につながるよう取り組んでいきます。
③障がいのある子どもが十分な教育を受けられるよう、一人ひとりの障がいの状態や教育的ニーズ
に対応するとともに、インクルーシブ教育システムの理念に基づき、授業や学級活動、行事など
における参加・交流機会の確保に努めます。

４）自立と社会参加の促進
就労やスポーツ・文化活動など、障がいのある人の自立と社会参加の促進を支えます。
①障害者就労支援センターを中心とした、就労相談をはじめ、地域への障がい者雇用の理解促進に
努めるとともに、障がいのある人のニーズを把握した上で、一般就労に必要な技能を身につける
機会の充実と確保を図ります。
②障がいのある人を対象としたスポーツ大会やまちづくり協議会の運動会への参加など、地域の関
係機関や地域住民との交流ができる場づくりに努めます。

分野別計画
■猪名川町障がい者（児）福祉計画【第 3 次障がい者計画・第 5 期障がい福祉計画・第 1 期障がい児福祉計画】
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施策８ 健康・医療

誰もが元気で安心して暮らせるまち
現状と課題
● がんや脳血管疾患、糖尿病などの生
活習慣病を有する人の増加に伴い、医
療費も増加の傾向にあります。
● 健康寿命は、男女ともに兵庫県で最
も長く、男女ともにさらに延伸してい
る状況から、健康長寿のまちと言えま
す。
●

（歳）
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

各種健診が受けやすい体制の整備に

健康寿命の推移（猪名川町と兵庫県）
80.55

81.63

79.62

平成22年

平成27年

平成27年

86.56

83.96

平成22年

平成27年

平成27年

（2010年） （2015年） （2015年） （2010年） （2015年） （2015年）

取り組んだことから、各種健診の受診

猪名川町

率は高くなっています。また、地域の
医療機関と連携体制を確立し、保健・

85.93

兵庫県

猪名川町

男性

兵庫県

女性

資料：兵庫県健康福祉部健康局健康増進課による算出

医療の連携強化を図っています。
● 兵庫県保健医療計画を踏まえ、兵庫県をはじめ阪神医療圏域内の各市、医療機関等と連携した圏域
内の高度医療体制を構築する必要があります。
● 健康や医療に関して、24 時間無料で電話相談ができる「いながわ健康・医療相談ほっとライン 24」
や、かかりつけ医の必要性について周知・啓発に取り組んでいます。医療体制として、兵庫県や周辺
市町と連携し、救急搬送体制や休日夜間の受療に対応しています。
● まちづくりアンケートによる評価において、
「身近なところでかかりつけ医が得られる」
「健康増進
に向けた取組」ともに全施策平均を超えるとともに、重要と考える人が多い分野となっています。ま
た、住民が求める 10 年後のまちの姿で「医療や保健が充実して健康でいきいきと暮らせるまち」が
第 1 位（20 項目中）と、住民の関心が高い分野といえます。

施策の展開方向
【まちづくりの方向】

【施策の展開方向】

１ 交流・活力をうみだす

まちづくり

２ 誰もが挑戦・活躍できる まちづくり

１）健康長寿の推進

３ 人を大切に育てる まちづくり
２）医療が受けやすい体制の構築
４ 健やかにくらせる まちづくり
３）食育の推進

５ 自然と共生し快適にくらせる

まちづくり

６ 安全・安心を守る まちづくり
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取り組みの内容
１）健康長寿の推進
住民の主体的な健康づくり活動を支援し、健康寿命の延伸を図ります。
①健康寿命の延伸に向け、食や運動など、健康増進に向けた取り組みを住民、地域、団体、関係機
関、行政が一体となって進めていきます。
②住民が主体的に健康づくり活動を実践できるよう支援するともに、まちづくり協議会等の地域団
体・組織と連携・協働を図りながら地域での健康づくり活動の充実、定着化に取り組みます。
③各種健診の受診体制の整備・確保に努め、受診率の向上を図るとともに、受診者が自身の健康づ
くりに健診結果を有効活用できるよう支援に取り組みます。

２）医療が受けやすい体制の構築
医療機関や関係市町等と連携し、医療不安の解消に取り組みます。
①各種保健事業の推進や医師会・歯科医師会をはじめとした各関係機関との連携により、健康に対
する意識の向上とかかりつけ医の必要性について周知・啓発を図ります。また、疾病の状況に応
じて必要な医療を受けることができるよう、病診連携体制の強化により急性期医療の充実に向け
兵庫県・周辺市と連携しながら努めていきます。
②急病時等に相談できる「いながわ健康・医療相談ほっとライン 24」事業の周知を図り、医療不安
の軽減を図ります。
③住民の救命率の向上と安全と安心の確保に向け、宝塚市・川西市との 2 市 1 町の救急応援体制及
び救急医療機関との連携・強化を図り、救急搬送体制を強化します。

３）食育の推進
食は生活の基盤であり、
「人」
「まち」
「安心」の視点を食育の基本の考え方として、人づくり、
まちづくりに活かしていきます。
①家族や仲間で食卓を囲む「共食」によりコミュニケーションを図り、食について学ぶことで、生
涯にわたり健全な食生活の実践ができるよう、ライフステージに応じた取り組みを進めます。
②ごはん（米）を中心とする日本型食生活の実践、猪名川町産の農産物の利用や、地域に伝わる食
文化の継承に取り組みます。
③地場産物や旬の食材を消費する地産地消を推進し、安全・安心な食生活の実践に努め、さらに災
害時における「食」について情報提供や啓発を充実させていきます。

分野別計画
■猪名川すこやかプラン【猪名川町保健計画・食育推進計画・自殺対策計画】
■猪名川町国民健康保険保健事業実施計画【データヘルス計画】
（第 2 期）
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施策９ 防災・消防

地域とつくる防災消防体制のあるまち
現状と課題
● 地震や台風、集中豪雨による災害などの自然災害が多発しており、南海トラフ地震など大規模災
害の発生も懸念される中、大規模な事故・事件などの危機事案も含めて、防災、安全・安心に対す
る意識・関心は高くなっており、平常時の備えと発災時の対応・被害抑制への取り組みが求められ
ています。
● 近年の災害では、高齢者や障がいのある人など災害時要援護者の被災が多いことが問題となってお
り、災害時要援護者を支援する体制の整備、強化に取り組む必要があります。
● 自主防災組織との連携を図るとともに、まちづくり協議会単位で、地域の特性を活かした防災訓練
を実施し、住民の防災意識の高揚と地域の防災力の強化に取り組んでいます。
● 地域に密着し、住民の安全と安心を守る消防団の役割は地域防災力を高めるため不可欠なものでは
ありますが、近年では団員確保が難しくなってきています。
●

まちづくりアンケート調査によると、
「災害対策」と「災害に強いまちづくり」については、今後

重点的に取り組むべき施策（評価が低く重要度の高い施策）となっています。また、「消防・救急体
制」はほかの施策と比べて評価と重要度が高くなっています。
● まちづくりワークショップでは、現在の暮らしについて災害への不安に関する意見が挙がっていま
す。また、10 年後の「まちの将来像」については、
「安全・安心」「災害に強いまち」といったキー
ワードも挙がっており、地域との災害リスクの共有や防災コミュニティの構築、災害情報の発信など
が求められています。

施策の展開方向
【まちづくりの方向】

【施策の展開方向】

１ 交流・活力をうみだす

まちづくり

２ 誰もが挑戦・活躍できる まちづくり

１）災害対策・危機管理の充実

３ 人を大切に育てる まちづくり
４ 健やかにくらせる まちづくり

２）消防・救急体制の強化

５ 自然と共生し快適にくらせる

まちづくり

６ 安全・安心を守る まちづくり
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取り組みの内容
１）災害対策・危機管理の充実
防災対策及び危機管理体制の組織的な充実・強化と、地域の防災力の向上に取り組みます。
①緊急時に備えた予防対策及び災害応急体制の充実とともに、防災関連物資の備蓄、防災設備及び
防災関連情報通信手段の充実により、防災力のさらなる強化を図ります。
②地域の防災体制の確立・強化をめざすとともに、災害に関する自助・共助の重要性などの啓発や、
必要な情報・知識の啓発などにより住民の防災・減災意識の高揚を図ります。そのための情報や
ノウハウを提供し、地域の実情に沿った自助、共助を整理する支援を行います。
③災害時要援護者支援の取り組みのひとつとして、避難行動要支援者制度の地域への拡充に取り組み、
共助に対する啓発・促進を行うことで、自主防災活動や地域の防災力の向上の推進に努めます。
④災害発生時の自治体や企業との各種応援協定など、広域的な防災体制の確立・強化を図ります。
⑤住宅の耐震診断・耐震改修の促進、地震に強い建物づくりの促進など、災害に強いまちづくりを
進めます。
⑥生命、身体及び財産を保護し、住民生活の安定を確保するため危機事案に的確かつ迅速に対応で
きるよう体制を強化します。

２）消防・救急体制の強化
多種多様な災害、危機事案に即応する消防体制や救急体制の充実・強化に取り組みます。
①宝塚市・川西市との 2 市 1 町の消防の連携・協力を強化し、消防・救急体制の充実を図ります。
②AED の設置の促進とともに、使用方法を含めた救命講習を実施し、応急手当の普及・啓発に取り
組みます。
③消防職員の人材育成・確保とともに、消防ポンプ車等の車両の適正更新及び消防施設・設備・資
機材等の計画的な整備を行い、消防力の強化を図ります。
④消防団組織の再編や配備車両の見直しなどを行い、地域の実情に即した消防団の配置を行いながら、
地域防災力の向上を図ります。

分野別計画
■猪名川町地域防災計画
■猪名川町国民保護計画
■猪名川町危機管理計画
■猪名川町新型インフルエンザ等対策行動計画
■猪名川町業務継続計画
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施策 10 生活安全

地域とともに暮らしの安全安心をつくるまち
現状と課題
刑法犯認知件数の推移（猪名川町）

● 刑法犯の認知件数は減少傾向にあり、
人口あたりの刑法犯認知件数割合も阪
神間の他自治体と比べて低い水準とな
っています。しかし、道路や駐車場な
どで発生する街頭犯罪など、身近な場
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所での犯罪が未だに後を絶たない状況
にあり、地域全体で防犯対策に取り組

（件）

資料：兵庫県警察本部「犯罪統計書」

む必要があります。
●

自治会等の青色回転灯装着車による

パトロール等の防犯活動を促進してお
り、住民の防犯意識の向上や地域の防犯
力の強化を図っています。
●

消費生活センターへの相談件数は

180 件前後で推移していますが、高齢

20.0

（人口千人あたり）

14.5

15.0
9.8

10.0
5.0

4.0

9.2

7.6

6.1

6.3

5.0

0.0
猪名川町 伊丹市
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芦屋市

資料：兵庫県警察本部「犯罪統計書」及び兵庫県推計人口より算出

者からの相談件数が占める割合は増加
傾向にあり、2018 年度（平成 30 年度）で過半数を占めています。
● 学校園における計画的な交通安全指導や高齢者を対象とした講習会の実施などを通じて、交通安全
意識の高揚を図るとともに、交通安全施設の整備に取り組んでおり、交通事故件数は減少傾向にあり
ます。しかし、交通事故による死傷者数に占める子ども（15 歳未満）及び高齢者（65 歳以上）の割合
は、兵庫県平均を上回って推移しており、交通安全対策のさらなる充実を図る必要があります。
●

まちづくりアンケート調査によると、
「防犯・消費者対策」と「交通安全対策」については、今後

重点的に取り組むべき施策（評価が低く重要度の高い施策）となっています。

施策の展開方向
【まちづくりの方向】

【施策の展開方向】

１）防犯対策の充実
２）消費生活の安全・安心の確保
３）交通安全対策の充実
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１

交流・活力をうみだす まちづくり

２

誰もが挑戦・活躍できる まちづくり

３

人を大切に育てる

まちづくり

４

健やかにくらせる

まちづくり

５

自然と共生し快適にくらせる まちづくり

６

安全・安心を守る

まちづくり

取り組みの内容
１）防犯対策の充実
自らの安全は自ら守る「自助」と、地域の安全を地域全体で連携して守る「共助」、行政・警
察等による「公助」により、地域全体で防犯対策に取り組みます。
①犯罪情報・防犯知識の提供・共有や、まちづくり防犯グループ等による住民主体の防犯活動を促
進・支援、青色回転灯装備車による防犯パトロールの充実などにより、防犯意識の高揚と地域が
一体となった安全活動の促進を図ります。
②学校園での防犯教育や防犯に関する学習機会などの充実を図るとともに、登下校時の防犯対策、
「こどもをまもる 110 番のおうち・くるま」の普及・促進などに取り組みます。
③子どもや女性、高齢者などを対象とした犯罪などの防止・対応に向けて、虐待やＤＶなど様々な
事案に関する相談支援体制の充実に取り組みます。
④防犯灯の整備・管理や防犯カメラ設置の促進、道路・公園・公共施設などの防犯対策などを通じ
て、防犯に配慮した施設の整備・管理を進め、ハード面から犯罪の起きにくい地域づくりに取り
組みます。

２）消費生活の安全・安心の確保
消費生活に関する啓発・情報提供の推進と相談体制の充実を図ります。
①消費生活におけるトラブルの未然防止のため、警察や防犯協会と連携して啓発活動を実施します。
また、出前講座や広報、ホームページなど多様な機会・媒体を活用し消費生活に関する情報提供
の充実を図ります。
②消費生活センターを中心に、専門相談員の相談技術・資質の向上や関係団体・機関との情報共有
などに取り組み、消費生活相談の体制の強化を図ります。

３）交通安全対策の充実
交通事故ゼロをめざし、交通安全意識や交通マナーのさらなる高揚を図るとともに、交通安全
施策の整備に取り組みます。
①学校園において計画的な交通安全指導を実施するとともに、高齢者を対象とした交通安全に関す
る取り組みの充実を図ります。また、多様な機会・媒体を活用し、多世代への啓発にも取り組み、
各ライフステージ及び、歩行者や自転車、自動車それぞれの立場での交通安全意識の高揚を図り
ます。
②地域や事業所、関係機関と連携し、違法駐車・駐輪対策、飲酒運転・危険運転の根絶など、交通
マナーの向上を図ります。
③自治会・PTA からの危険箇所等の要望等を踏まえ、交通安全施設の整備に取り組みます。

分野別計画
■第三次猪名川町安全・安心まちづくり活動計画
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施策 11 学校教育

子どもの多様な学びを育むまち
現状と課題
あ

●

す

えが

あ

す

2018 年（平成 30 年）12 月に「猪名川町教育振興基本計画」を策定し、「未来を描き、未来を

ひら

拓く猪名川の教育」を基本理念に、夢と志を持って予測困難な未来をたくましく生き抜く力を持った
人間を育てる教育の推進に取り組んでいます。
● 幼児教育では、幼児が身近な環境に主体的に関われる教育環境を整え、幼児が遊びを通して学べる
ような体験活動を充実させ、五感を使って、心が豊かに成長できる活動を工夫しています。また、保・
幼・小・中の連携を図り、学びの連続性を確保していくよう努めています。
● 学校教育では、児童生徒の学習意欲を高め、学力向上を図るため、全国学力・学習状況調査や町独
自の学習到達度調査などの結果を踏まえた授業づくり、道徳教育や体験学習を通して豊かな心の育成、
健やかな体を培う教育に取り組んでいます。
● 2015 年（平成 27 年）1 月に「猪名川町いじめ防止基本方針」を策定し、いじめを許さない体制
づくりを進めるとともに、不安や悩みを抱える児童生徒に対しては適切に相談や支援に応じるなど、
学校と関係機関との連携を図りながら取り組んでいます。
● 学校支援ボランティアや部活動指導員、学習サポーターなど外部人材を積極的に活用し、地域に開
かれた学校・園づくりを進めています。社会の様々な世代や技能を持った人とふれあうことができる
学びは、学校や家庭での教育だけでなく、多くの可能性があります。今後も学校、家庭、地域が一体
となり、次代を担う子どもの成長を応援していくことが求められています。
● まちづくりアンケートによる評価は、
「幼児教育の充実」
「学校教育の充実」とも全施策平均に位置
していますが、重要度は平均を超え、特に 30 歳代、子どものいる世帯で重要と考える人が多くなっ
ています。
● 2017 年（平成 29 年）3 月に学習指導要領、幼稚園教育要領が改訂され、「主体的・対話的で深
い学び」を実現するため、学校が教育内容や時間の配分、教育資源の確保を通じて教育効果の最大化
を図る「カリキュラム・マネジメント」の確立が重要とされています。

施策の展開方向
【まちづくりの方向】

【施策の展開方向】

１ 交流・活力をうみだす

まちづくり

２ 誰もが挑戦・活躍できる まちづくり

１）質の高い学校教育の推進

３ 人を大切に育てる まちづくり
４ 健やかにくらせる まちづくり

２）子どもの学びと成長を支え、
大人もともに育つ教育の推進

５ 自然と共生し快適にくらせる

まちづくり

６ 安全・安心を守る まちづくり
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取り組みの内容
１）質の高い学校教育の推進
学校間の接続と地域との連携を強化し、質の高い教育の推進に取り組みます。
①就学前教育から中学校までの円滑な接続と学校・家庭・地域のパートナーシップによる強固な連
携により、学校教育が充実するように努めます。
②確かな学力を培う教育の推進に向け、
「主体的・対話的で深い学び」が実現できるように指導方法
の工夫改善を図るとともに、授業・保育のユニバーサルデザイン化や ICT 機器の活用の推進によ
るわかりやすい授業づくり、幼・小・中連携を強化し連続した学びの確保に努めます。
③豊かな心と志を育む教育の推進に向け、道徳教育や体験活動などを通じて他者を思いやる心の育
成に努めます。また、
「学校いじめ防止基本方針」に基づき、いじめの未然防止・早期発見・早期
対応に努めます。
④健やかな体を培う教育の推進に向け、体力づくりや運動習慣の定着に取り組むとともに、食の指
導や学校給食の活用、食育の推進などに取り組みます。
⑤インクルーシブ教育システムの理念に基づき、障がいのある子どもの状態や特性に応じた指導に努
めるとともに、関係機関と連携を図り、機能的な校内支援体制の整備を図ります。
⑥幼児の特性や発達段階を踏まえた指導の充実とともに、園生活を通じて豊かな心情と自立・協働
の態度を育成し、幼児期において「育みたい資質・能力」を伸ばすための保育の充実を図ります。
⑦人権に関わる課題の解決に向け、関係機関との連携を含め、総合的に取り組むための推進体制を
整備するとともに、人権課題に関する情報と課題の共有を図り、課題解決に努めます。
⑧「ふるさと猪名川」や日本の伝統・文化などを大切にする教育をはじめ、英語・外国語活動の充
実などを通じて、グローバル化に対応する教育を推進します。
⑨教職員の専門性を高めるため、経験や職務に応じた研修の充実を図ります。また、学校業務改善
の取り組みを進め、教職員がゆとりを持って子どもと向きあう時間の確保に努めます。
⑩児童生徒の減少を踏まえつつ、新しい時代に求められる資質・能力を育むためのよりよい教育環
境の保持に向け、適正な学校規模・学校配置の検討を進めます。

２）子どもの学びと成長を支え、大人もともに育つ教育の推進
学校・家庭・地域が一体となり、子どもも大人もともに成長できるまちをめざします。
①学校・家庭・地域が一体となってよりよい学校づくりをめざす「コミュニティ・スクール」の導入
に向けた取り組みをはじめ、学校・家庭・地域が協働する教育活動の推進に取り組みます。
②学校施設・設備の適正な管理を行うとともに、学校・園全体が教育の場として心安らぐ環境とな
るよう、努めます。また、幼稚園から中学校までの完全給食を引き続き実施するとともに、安全・
安心な学校給食の提供に努めます。
③教育支援センターで、子育てや子どもの育ちに関する悩みなど様々な教育相談に応じます。

分野別計画
■猪名川町教育振興基本計画
■猪名川町立学校園の適正規模・適正配置等教育環境のあり方に関する基本方針
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施策 12 生涯学習・文化

生涯にわたって学び、地域の文化活動を支えるまち
現状と課題
● 「人生 100 年時代」を迎え、子どもから高齢者まで誰もが活躍できる場をはじめ、いきいきと、
楽しみながら、生涯にわたって学べる場が重要視されています。
● 公民館事業を通じて地域住民や各種団体の優れた知識や技能を有する人を指導者として発掘し、活
躍できるよう取り組んでいます。また、生涯学習にふれる人が増えていることからも、住民や団体の
活動を支え、活躍できる場や機会を確保していく必要があります。
● 国史跡多田銀銅山遺跡は重要な歴史・文化財であり、その価値を周知し、後世へ継承していくため
に多田銀銅山悠久の館での企画展の開催や世代に応じたイベント、生涯学習カレッジ「リバグレス猪
名川」などを通じて、適切な文化財の保存・活用に取り組んでいます。
● 公民館講座や文化活動に関する情報は、広報いながわや公民館だよりなど紙面、町ホームページや
SNS などの ICT を活用し、様々な方法を用いて提供に努めています。
●

まちづくりアンケートにおいて、「図書館サービス」は評価も重要度も全施策平均を大きく超えて

います。しかし、「社会教育」に対する評価・重要度は低くなっています。

施策の展開方向
【まちづくりの方向】

【施策の展開方向】

１）生涯学習活動の支援

１

交流・活力をうみだす

まちづくり

２

誰もが挑戦・活躍できる

３

人を大切に育てる

まちづくり

４

健やかにくらせる

まちづくり

５

自然と共生し快適にくらせる

６

安全・安心を守る

まちづくり

２）芸術・文化の振興と支援
３）文化財の保存・活用と継承

27

まちづくり

まちづくり

取り組みの内容
１）生涯学習活動の支援
生涯にわたっていきいきと学び、活躍できる場や機会の確保に努めます。
①各種公民館講座や生涯学習カレッジ「リバグレス猪名川」や、人権・環境・健康・まちづくりの
講座を通じて、住民ニーズや地域課題を反映した学習機会の提供に努めます。
②自主学習グループの育成を進め、地域のつながりの充実を図るとともに、学習活動を通じた地域
交流・世代間交流が促進されるよう、子ども・若者や子育て世代の参加促進を図ります。
③生涯学習活動を通じて、優れた知識や技能を有する人材を指導者として発掘し、住民主体の学習
活動の活性化を図るとともに、発掘した人材の知識や技能を活かせる場の提供に努めます。
④各種広報媒体を活用し、様々な生涯学習に関する情報の提供に努めます。また、ICT の発展の動
向を見極めながら、より多くの人に情報が行き届く方法について模索していきます。
⑤図書館において住民のニーズに合った資料や図書の充実を図り、多様な学習ニーズに対応すると
ともに、図書館サービスを利用できる環境整備や子どもの読書活動の支援を行います。

２）芸術・文化の振興と支援
芸術・文化活動を支援し、芸術文化の振興を図ります。
①幼児から高齢者まで、幅広い世代を対象とした鑑賞型事業や普及参加型事業の実施をはじめ、芸
術・文化事業の情報を広く発信するなど、芸術・文化にふれる機会の提供に努めます。
②芸術文化活動の活性化に向けて、団体の育成と支援に取り組みます。

３）文化財の保存・活用と継承
地域住民とまちの文化財を適切に保存・活用し、後世に引き継いでいきます。
①町内に点在する文化財について、地域住民と連携した今後の保存・活用についての検討を進める
とともに、後世に引き継ぐための支援を行います。
②町内に所在する文化財の積極的な啓発を行い、地域の魅力を情報発信するとともに、郷土愛の育
成を図ります。
③子どもの郷土愛の醸成を育むため、学校教育と連携した取り組みを支援していきます。
④国史跡多田銀銅山遺跡の価値を維持し、次世代へ確実に継承していくため、適切に保存・活用し
ていきます。

分野別計画
■猪名川町教育振興基本計画
■史跡多田銀銅山遺跡保存活用計画
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施策 13 青少年育成・スポーツ振興

大人も子どもも心身ともに元気なまち
現状と課題
●

地域コミュニティの希薄化などから青少年を

スポーツセンター等の利用者の推移（猪名川町）

取り巻く現状は大きく変化しており、自然に備
わっていた社会性・自主性などを身につけるこ

（人）

とが難しくなっていることが問題視されていま

100,000

す。

テニスコート

スポーツグラウンド、千軒グラウンド

B&G海洋センター

84,020

90,000

90,282

94,491

88,661

80,000

● 全国学力・学習状況調査（2018 年度（平成

70,000

30 年度）
）において、地域行事に参加している

73,235

60,000

40,000

回っていますが、さらに青少年の社会性や自主

37,878

30,000

22,809

10,000

機会の提供や青少年活動の支援が必要です。

84,885

76,405

23,756

51,933

51,520

44,240

20,000

性を育むためにも、様々な体験・交流ができる

76,331

94,192

63,329

50,000

小中学生の割合は、全国及び兵庫県の水準を上

●

スポーツセンター

30,678

26,369

52,225

28,059
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2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

青少年育成団体等を中心に、身の回りにあふ

（平成25年度）（平成26年度）（平成27年度）
（平成28年度）（平成29年度）

れる情報を適切に活用できる能力や情報モラル

資料：猪名川町教育要覧

の育成の大切さを学ぶ機会がつくられています。
● 青少年の非行防止・安全確保に向け、定期的な夜間パトロール（声かけ）などの非行防止活動に努
めた結果、青少年への夜間徘徊やたむろ行動に関する声かけ事案が減少傾向となっています。一方で、
全国的には青少年が被害者、または加害者となる事件も発生しており、それらの防止に向けて、地域
全体で青少年を守っていくための環境づくりが必要となっています。
● スポーツは、心身の健全な発達をはじめ、健康増進、体力保持、精神的な充足感の獲得などに効果
的であり、健康で文化的な生活を営む上で不可欠なものとなっています。
●

スポーツ施設の利用者は微増傾向にあります。2020 年（令和 2 年）に東京オリンピック・パラ

リンピックが開催されることや健康志向の高まりにより、運動やスポーツに対する機運が高まってい
ると考えられます。
● 地域スポーツとして、猪名川町体育協会によるスポーツ教室の開催や小学校区ごとに組織している
スポーツクラブ 21 など、身近な地域でスポーツに取り組める環境を整えており、今後も地域のスポ
ーツ団体等と連携しながら、住民のスポーツ活動を支えていく必要があります。

施策の展開方向
【まちづくりの方向】

【施策の展開方向】

１）青少年の健全育成の推進

２）生涯にわたるスポーツ・レクリエーション
活動の支援
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１

交流・活力をうみだす

まちづくり

２

誰もが挑戦・活躍できる

３

人を大切に育てる

まちづくり

４

健やかにくらせる

まちづくり

５

自然と共生し快適にくらせる

６

安全・安心を守る

まちづくり

まちづくり

まちづくり

取り組みの内容
１）青少年の健全育成の推進
青少年の活動や社会参加などを促進し、社会性・自立性を育むとともに、青少年の安全を守る
取り組みを進めます。
①青少年健全育成団体や子ども会など関係団体の活動への支援とともに、指導者の育成に取り組み
ます。また、青少年活動に関する情報発信を行い、活動への参加を促進します。
②「猪名川町の未来を描く高校生フォーラム」など、青少年が企画・運営・参加する活動・イベン
トへの支援などを通じて、青少年主体の活動を支援します。
③情報活用能力の育成に向けて、ICT 機器を活用した情報教育の充実を図るとともに、青少年の情
報機器の活用やモラルの向上に向けた教育・啓発を推進します。
④青少年の非行防止及び問題行動の早期発見のため、青少年指導員による定期的な夜間パトロール
（声かけ）を行うほか、地域との連携による「こどもをまもる 110 番のおうち」等の推進などに
より、地域全体で青少年の安全を守る取り組みを推進します。

２）生涯にわたるスポーツ・レクリエーション活動の支援
スポーツ・レクリエーションの機会の提供や指導者等の育成、関連団体等の活動支援に取り組
ます。
①スポーツ推進委員の派遣と指導、スポーツ教室などの開催、スポーツ施設の維持管理などを通し
て、誰もが気軽にスポーツに参加し、健康増進を図ることのできる機会の提供に努めます。
②まちづくり協議会ごとに活動するスポーツクラブ２１の活動を支援し、世代を超えた交流を図り、
地域コミュニティの活性化を図ります。
③体育協会などの競技スポーツ団体を支援するとともに、各種スポーツ教室の開催、スポーツ活動
優秀者に対する助成などを行い、各競技の普及と競技人口の拡大に努めます。
④住民運動会やいながわスポーツ祭、彫刻の道マラソン大会など、子どもから高齢者まで幅広い年
代が参加できるイベントを開催していきます。

分野別計画
■猪名川町教育振興基本計画
■第三次猪名川町安全・安心まちづくり活動計画
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施策 14 自然・環境保全・環境衛生

豊かな環境を守り活かすまち
現状と課題
● 町内に源を発し、郷への恵みをもたらす清流猪名川や緑豊かな山林に育まれた自然環境が豊かなまち
であり、町内での暮らしで「満足しているもの」の第 1 位が「自然環境が豊か」となっています。この
自然は猪名川町の誇りであり、住民のまちへの愛着に寄与するものです。
● 清流猪名川は、多様な生物が生息する一級河川で、親水空間として整備を進めてきました。また、
環境交流館では、町内の希少な水生生物を展示することにより町内の豊かな自然環境の PR を行って
おり、今後も様々な資源を活用しながら環境保全意識の向上に取り組む必要があります。
● 町域の約 80％を占める森林は、森林所有者の高齢化や後継者不足、林業への関心の低下などによ
り、整備が行き届いていない山林が増加している状況です。また、農地においても担い手の高齢化や
若年層の流出などの理由により遊休農地が増えています。防災や水源涵養、環境保全など、様々な観
点から、森林や農地の保全が必要であることからも、行政・事業者・住民等が一体となって保全に向
けた取り組みを進める必要があります。
● 環境問題への取り組みとして、猪名川町環境住民会議とともに毎年 6 月の環境月間に開催する環境
展や 11 月に開催するいながわまつりにおいて、環境保全について広く PR を行っています。また、
春と秋に環境美化週間を設け、その期間中の日曜日を「クリーンアップ作戦」の日として町内一斉に
環境美化活動を行っています。
● ごみの減量化に向け、ごみの分別の徹底と啓発を行っていますが、住民一人の 1 日あたりのごみ排出
量の減量化につながっていない状況にあります。そのため、自治会や子ども会などの地域団体に再生資
源集団回収の取り組みを奨励するとともに、公共施設で剪定した枝葉からバークチップを製造し、無料
配布を行っており、今後もごみの減量化と再資源化の推進に向けた取り組みを進める必要があります。
● まちづくりアンケートにおいて、
「環境に配慮した取組」の評価は全施策平均をやや下回るものの、
「自然環境の保全」「ごみ処理、ごみの減量化」に対する評価は高く、3 項目とも重要と考える人が
多くなっています。
● 「自然」は住民生活に密接で、住民生活の満足度に大きく寄与するものであることからも、自然を活
かしたまちづくりを継続して進める必要があります。

施策の展開方向
【まちづくりの方向】

【施策の展開方向】

１ 交流・活力をうみだす

まちづくり

２ 誰もが挑戦・活躍できる まちづくり

１）自然と共生する都市環境の形成

３ 人を大切に育てる まちづくり
２）自然環境の保全・創造
４ 健やかにくらせる まちづくり
３）循環型社会の構築

５ 自然と共生し快適にくらせる

まちづくり

６ 安全・安心を守る まちづくり
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取り組みの内容
１）自然と共生する都市環境の形成
自然環境を最大限に活かした都市環境の形成に取り組みます。
①豊かな自然環境の保全と活用を図るため、都市周辺に残された自然環境を活かし自然と共生する
快適で魅力あるまちづくりをめざします。
②潤いのある都市環境の形成に向け、市街地内外における公園、緑地、河川、ため池、歴史的・文
化的施設、景勝地など有機的に結んだ、水と緑のネットワーク化をめざします。

２）自然環境の保全・創造
山林、農地、水辺の保全や緑化の推進などを通じ、自然環境を守り、育てます。
①清流猪名川や大野山、柏原集落の棚田、星空をはじめとする豊かな自然とふれあうことにより、
これらを保全する意識と、まちに対する愛着を醸成していきます。
②地域に残る伝統文化や郷土料理などにふれる機会をつくることで、地域への愛着や思いなどを後
世に引き継ぐ郷土愛を育みます。
③環境交流館を拠点に水生生物の保全活動や恵まれた町内の自然を引き続き PR していくとともに、
まちづくり協議会をはじめ、自治会や学校、青少年団体と協働した保全活動に取り組みます。
④森林組合や森林ボランティア等と連携し、造林・育林の推進、里山林の保全活動を行っていきま
す。また、ペレット製造事業や個人宅の薪・ペレットストーブの普及に努め、森林機能の向上や
里山再生を図ります。
⑤農地は生物多様性の保全や水源の涵養、ふれあいの場の提供など、環境面からも多面的な機能を
有していることから、保全に向けた取り組みを進めていきます。

３）循環型社会の構築
限りある資源を大切にし、環境負荷の低減に取り組みます。
①地球温暖化やオゾン層の破壊、生物種の減少など、様々な環境問題について、学校教育や社会教
育の場など、様々な機会を通じて環境学習に取り組むとともに、住民や地域と一緒に地域の課題
解決に取り組んでいきます。
②ごみのリサイクルや減量化に向け、3R（リデュース、リユース、リサイクル）の推進に努めると
ともに、バークチップの製造によるごみの減量化を継続して進めていきます。
③事業所や自動車などの騒音・振動発生防止の指導や啓発に取り組むとともに、美化活動や廃棄物
の不法投棄対策などにも取り組んでいきます。

分野別計画
■猪名川町都市計画マスタープラン
■第 4 次猪名川町環境基本計画
■猪名川町教育振興基本計画
■猪名川町ごみ処理基本計画
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施策 15 都市整備

自然と住宅都市が調和した住みよいまち
現状と課題
● 豊かな自然環境と快適な住環境が調和した住宅都市として発展を遂げ、住民のまちへの愛着と幸福
感は居住エリアに関係なく高い状態にあります。
● 新名神高速道路の開通に伴い、肝川・差組地区を産業拠点地区として位置づけ、企業立地による新
たな就業機会の創出と、地域振興と活性化につながる土地利用として促進してきました。2017 年（平
成 29 年）6 月から民間事業者を事業主体とした「プロロジス猪名川プロジェクト」がスタートし、
民間活力を活かした地域経済の活性化を目的にプロジェクトを推進しています。
● 市街化区域では、大規模住宅地における人口構成の変化や地域課題に対応するため、用途地域や地
区計画の見直しにより、適正な土地利用の誘導に努めました。市街化調整区域では、南部の幹線道路
沿道地域において、まちの活性化につながる土地利用の誘導に努めました。
● 町域の大半を占める市街化調整区域では、高齢化や人口減少が進む中、生活環境の維持・改善を進
めるためには、地域課題に対応し、地域の特性を活かしたまちづくりを実現していく必要があります。
● 公園・緑地は住む人・訪れる人にゆとりとやすらぎを与えてくれるものであり、これまで地域の特
性に応じた魅力ある公園づくりに取り組んできました。また、近年の健康志向の高まりに配慮し、住
民の意見を取り入れながら公園等に健康器具を設置するとともに、公園の維持・管理・美化について
は住民や各種団体と連携しながら取り組んでいます。今後も、住民ニーズを把握しつつ、住民や各種
団体と連携しながら、適切な維持・管理に取り組む必要があります。
● 公共施設の建設等の際は、景観形成協議会を通じて関係者等から意見を得ながら、景観形成の誘導
を図るとともに、自然や歴史など周辺環境が調和した景観づくりに取り組んでいます。
● まちづくりアンケート調査によると、全体的に「公園の維持・整備」や「地域に応じた緑化」の評
価は高いものの、「適切な土地利用」や「住民の生活向上につながる施設整備」の評価は低く、それ
ぞれ地域によって評価する視点が大きく異なる状況にあります。重要度では「公園の維持・整備」や
「住民の生活向上につながる施設整備」を重要と考える人が多くなっています。

施策の展開方向
【まちづくりの方向】

【施策の展開方向】

１）適正な土地利用の推進

１

交流・活力をうみだす

まちづくり

２

誰もが挑戦・活躍できる

３

人を大切に育てる

まちづくり

４

健やかにくらせる

まちづくり

５

自然と共生し快適にくらせる

６

安全・安心を守る

まちづくり

２）公園・緑地の整備
３）自然と歴史が調和した景観形成
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まちづくり

まちづくり

取り組みの内容
１）適正な土地利用の推進
住民の生活向上とまちの活性化につながる適正な土地利用に取り組みます。
①市街化区域においては、生活環境の変化や住民の意向を踏まえつつ、用途地域や地区計画の見直
しにより、適正な土地利用の誘導に努めます。
②市街化調整区域においては、厳しい建築制限により地域活力の低下が懸念されていることから、
地域特性や地域課題を踏まえ、土地利用計画に基づいた開発行為等を適切に誘導することにより、
地域及びまち全体の活性化を図ります。
③建築や開発行為については、都市計画法、建築基準法や猪名川町開発事業の手続等に関する条例
などにより、適切な指導・誘導を図ります。
④産業拠点地区については、周辺環境と調和した良好な産業用地として企業立地を促進するととも
に、地区計画により建築物の適切かつきめ細かな規制・誘導に努めます。また、市街地の形成や
土地利用の実態に応じて、市街化区域への編入や用途地域の指定などを検討します。
⑤原・紫合地区の大規模町有地については、まちの活性化の重要な地区と位置づけており、人口減
少など持続可能なまちづくりの課題に対する総合的な土地利用をめざします。

２）公園・緑地の整備
住民、地域とともに良好な公園・緑地の整備・維持・管理に取り組みます。
①公園については、住民のニーズを把握し、公園等に健康器具を設置するとともに、住民意見を取
り入れながら、適切な維持・管理に取り組みます。
②緑地については、町が有する自然の魅力とあわせた緑地の保全を進めるとともに、住民によるア
ドプト制度などの協力を求め、緑化の推進を図り、適切な維持・管理に取り組みます。

３）自然と歴史が調和した景観形成
猪名川町の資源である自然・歴史・文化が調和した魅力ある景観の形成に取り組みます。
①魅力ある良好な景観形成を図るため、周辺の自然環境や歴史・文化と調和した景観の保全・創出
を、住民や関係者の意見を得ながら取り組みます。
②公共サインについては、住む人、訪れる人にとってわかりやすく統一性のあるサイン整備を進め
ていきます。また、面的なエリア景観及び線的な軸景観については、将来都市構造・土地利用構
成に即した景観の保全・形成をめざします。

分野別計画
■猪名川町土地利用計画
■猪名川町都市計画マスタープラン
■猪名川町公園施設長寿命化計画
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施策 16 住環境

快適な住環境が整備された居心地よいまち
現状と課題
● 将来にわたって住み続けられるまちであるためには、安全・快適な住環境の形成をさらに進め、誰
もが安心して暮らせる住環境を整備する必要があります。
●

猪名川パークタウン、つつじが丘住宅地における住宅地の分譲が 2015 年（平成 27 年）に完了

し、今後は大規模住宅地の計画もないことから、空き家活用を含む既存住宅ストックの活用が求めら
れています。
● 2017 年（平成 29 年）に実施した猪名川町全域の空家等実態調査において、空き家数は 474 戸
で、全世帯数に占める割合は 4.3％となっていますが、地区によって空き家の状況が大きく異なって
いることから、今後も空き家の状況を的確に把握していく必要があります。
● 少子化・高齢化の進展や都市部への人口集中などの要因を背景に、空き家の増加やバリアフリー住
宅への対応などが必要となります。また、全国的に大規模災害の発生頻度が年々増加傾向にあること
や、住宅の老朽化などが進んでいることから、住宅の耐震化を進め、安全性の確保に取り組む必要が
あります。

施策の展開方向
【まちづくりの方向】

【施策の展開方向】

１）良好な住宅・宅地の供給、住環境づくり

２）安全・安心・快適な住環境づくり
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１

交流・活力をうみだす

まちづくり

２

誰もが挑戦・活躍できる

３

人を大切に育てる

まちづくり

４

健やかにくらせる

まちづくり

５

自然と共生し快適にくらせる

６

安全・安心を守る

まちづくり

まちづくり

まちづくり

取り組みの内容
１）良好な住宅・宅地の供給、住環境づくり
既存住宅ストックの活用や空き家等の対策を通じ、良好な住宅・宅地の供給や住環境づくりに
取り組みます。
①既存住宅ストックの活用を推進するとともに、新たな住宅地の造成計画が具体化する場合には、
バランスのとれた住みやすい住環境となるよう、適正な規制と誘導を図ります。
今後新たに住宅地が建設される場合には、宅地や住戸規模に関して適正な規制と誘導を図り、良好
な住環境の確保に努めます。
②空き家の実態の把握に努めるとともに、各種広報媒体を通じて空き家を発生させない、また、放
置しないための啓発に努めます。空き家の所有者の状況に応じて住宅の適正な維持・管理を促進
します。
③空き家バンクの利用促進や事業者及び NPO 団体等との連携により、空き家の利活用の啓発に努
めます。

２）安全・安心・快適な住環境づくり
生活空間へのユニバーサルデザインの導入、住宅のバリアフリー化や耐震化などを通じ、誰も
が暮らしやすい住環境づくりに取り組みます。
①誰もが安心して、かつ快適に生活できるよう、
「兵庫県福祉のまちづくり条例」などに基づき、公共
施設や民間施設の整備・改善を誘導し、ユニバーサルデザインの視点を導入した公共空間、居住空
間の整備を図ります。また、配慮を必要とする人に手を差し伸べることができる社会をめざして
啓発や教育を充実していきます。
②住宅改造（バリアフリー化）にかかる支援を図るとともに、高齢者や障がいのある人と関わる福
祉事業所等と連携し、各種制度の周知・啓発を図ります。
③耐震診断及び耐震改修工事に係る補助制度の利用啓発に努め、住宅の耐震化を促進します。
④国や兵庫県が実施している補助制度に関する継続的な情報提供を通じて、エコ住宅などの環境に
配慮した住環境の整備を促進します。

分野別計画
■猪名川町都市計画マスタープラン
■猪名川町空家等対策計画
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施策 17 交通

生活や活動を支える交通網のあるまち
現状と課題
●

町内の公共交通は能勢電鉄と阪急バスがあり、それを補完するように猪名川町コミュニティバス

（ふれあいバス）が町全域を網羅していますが、阪急バスとふれあいバスの運行ルートの大半が重複
路線となっており改善が求められています。また、鉄道とバス以外にも、タクシーなどの移動手段が
あります。
● 交通事業者においては、労働者の確保や、運賃の確保など多くの課題を抱えており、路線やダイヤ
の維持が難しくなっています。
● 公共交通の利用者が減少傾向にある中で、各交通手段が役割を分担しながら、より効率的で利便性
が高い運行を維持するためには、交通機能の結節点としての機能整備が必要となっています。
● ふれあいバスの利用者の多くが無料利用者であり、今後さらに少子化・高齢化が進むと路線維持・
存続も困難になるため、利用状況や住民ニーズ、今後の動向を見極めながら、交通体系を見直してい
く必要があります。
●

まちづくりアンケートにおいて、「利用しやすい公共交通」の評価は低く、今後重要と考える人が

多くなっています。また、生活において不満なものの 1 位が「通勤・通学が不便」であり、住民が求
める 10 年後のまちの姿で「鉄道やバスなどの公共交通の利便性の高いまち」は３位となっています。
● 交通・移動の問題は、現在そして未来の猪名川町での暮らしについて住民が抱く不満・不安、その
ほかの多くの課題に共通するものとなっています。

施策の展開方向
【まちづくりの方向】

【施策の展開方向】

１）利用しやすい公共交通の実現
２）新たな交通モードの導入
３）交通・移動に関する意識づくり
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まちづくり

２

誰もが挑戦・活躍できる

３

人を大切に育てる

まちづくり

４

健やかにくらせる

まちづくり

５

自然と共生し快適にくらせる
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安全・安心を守る

まちづくり

まちづくり
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取り組みの内容
１）利用しやすい公共交通の実現
住民の利便性に寄与する、利用しやすい公共交通の実現に取り組みます。
①交通事業者と協議・検討を行い、それぞれの交通機関が担う役割のすみわけを明確にするととも
に、利便性などが向上するよう公共交通機能の強化を図り、誰もが利用しやすい公共交通体系の
構築に取り組みます。
②ふれあいバスと路線バスとの役割を明確にするとともに、ふれあいバスの継続的な運行をめざし
て運賃体系の見直しの検討を行います。
③「道の駅いながわ」の機能拡充を踏まえ、
「道の駅いながわ」をまちの交通結節点とした公共交通
体系について検討を進めます。

２）新たな交通モードの導入
様々な移動手段の特性・役割を明確にするとともに、新たな交通モードの導入などを通じて、
交通空白地をつくらないよう取り組みます。
①鉄道や、バス、タクシーなどの移動手段に関して、乗り継ぎなどを想定した利用しやすい交通体
系の調査研究を進めるとともに、デマンド交通（乗合タクシー）や自家用有償運送などの新たな
交通モードの導入調査などを行い、交通空白地をつくらない交通網の設定に取り組みます。

３）交通・移動に関する意識づくり
公共交通の必要性に関する周知・啓発やモビリティ・マネジメント教育などを通じて、交通・
移動に関する意識づくりに取り組みます。
①公共交通網の維持に向け、社会の動向や公共交通の必要性について周知・啓発を行い、公共交通
の利用促進を図ります。
②住民を対象としたモビリティ・マネジメント教育を推進し、公共交通の利用促進とともに、交通・
移動に関する問題の改善に向けた取り組みにつなげていきます。

分野別計画
■猪名川町都市計画マスタープラン
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施策 18 生活基盤

安全安心な生活基盤が整備されたまち
現状と課題
● 新名神高速道路が 2017 年（平成 29 年）12 月 10 日に高槻 JCT－川西 IC 間、2018 年（平成
30 年）3 月 18 日に川西 IC－神戸 JCT 間が開通したことに伴い、飛躍的に広域的なアクセスが向
上し、今後周辺地域の利便性が高まることが期待されています。
● 町道は、自治会の要望を受けながら、救急車などの緊急車両のアクセス確保など、緊急度の高い路
線（町道原広根線・町道広根万善線・町道広根猪渕線・町道上野 6 号線・町道槻並 21 号線）の整備
を行いました。
●

人口集中地区を中心に道路歩道の段差解消を行うとともに、「兵庫県福祉のまちづくり条例」に基

づき、公共施設のバリアフリー化を推進し、日生中央駅周辺地区はユニバーサル社会づくり推進地区
として、誰もが歩きやすいまちづくりを進めてきました。
● 160 ある橋りょうに関して、2017 年（平成 29 年）3 月に「道路橋長寿命化修繕計画」を策定
し、計画に基づき 18 橋の修繕を行っていますが、今後急速に高齢化橋りょうが増大することが見込
まれています。
●

水道事業は 1974 年（昭和 49 年）4 月に給水開始の認可を受け、多くの施設や管路は創設当初

から資産を活用している状況にあり、特に管路は法定耐用年数を超過する資産が毎年増加している状
況です。今後さらに多くの水道資産が更新時期を迎えることとなります。また、人口減少や節水意識
の高まりにより水使用量が減少傾向にあり、水道料金収入は減少している状況にあります。
●

下水道事業は 1979 年（昭和 54 年）に初回事業認可を受け事業に着手し、1982 年（昭和 57

年）に供用開始し、2018 年度（平成 30 年度）の下水道普及率は 98.8％と、全国に比べて高い普
及率となっています。下水道区域内の浄化槽設置者及びし尿汲取り家庭に対して早期の公共下水道へ
の切り替えについて啓発を行っています。
● まちづくりアンケートにおいて、
「まちのユニバーサルデザイン・バリアフリー化」の評価は全施策
平均を下回っていますが、
「生活道路の適切な整備」「安全・安心な飲料水の提供」
「下水事業の適切な
維持・管理」は全施策平均を上回っています。また、どの施策も重要と考える人は多い状況にあります。
● 1970 年代半ばに整備したインフラ資産も高齢化・老朽化が進んでおり、また全国的に人口減少や少
子化・高齢化が進む状況において、社会保障経費の増加や税収の減少も考えられることから、各施設の
現状や将来起こり得る課題等を整理し、長期的な視点を持って維持・管理していく必要があります。

施策の展開方向
【まちづくりの方向】

【施策の展開方向】

１）人にやさしく、安心な道路整備、橋りょう整備
２）安全・安定の水道事業の推進
３）生活排水対策の推進
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取り組みの内容
１）人にやさしく、安心な道路整備、橋りょう整備
道路や橋りょうの整備に取り組み、安全性・利便性の向上を図ります。
①人にやさしいまちづくりの実現に向けて、自動車並びに歩行者が安全・安心に通行できるよう、
道路の整備や維持管理に努めます。
②道路整備については、都市計画マスタープランや土地利用計画に基づき、道路と都市環境の調和
を考慮し、道路網の構成と道路の機能分担を行った上で、整備を行います。
③橋りょうの整備については、点検や補修対策を適切に実施することで、安全性の確保と長寿命化
を図るとともに、効率的な維持管理に努めます。
④整備にあたっては、バリアフリー化やユニバーサルデザインを意識し、誰もが使いやすく、利用
しやすい道路・橋りょう整備に努めます。

２）安全・安定の水道事業の推進
住民生活に欠かせない安全で安定した飲料水供給と水道施設の効率的・効果的な整備等に取り
組みます。
①安全で安心できる飲料水の供給に努めます。
②水の安定供給に向け、水道施設の更新を行うとともに、水道料金の適正化による健全な財政運営
に努めます。
③水道施設の整備にあたっては、ほかの事業との共同施工の実施や優先順位の決定、施設統廃合な
どを考慮し、効率的・効果的な整備に努めます。

３）生活排水対策の推進
下水道事業の経営安定化などを通じて、適切な生活排水対策に取り組みます。
①下水道施設の長寿命化など、コスト削減に取り組み、下水道使用料の適正化による健全な財政運
営に努めます。
②公共下水道区域内の未接続世帯は、速やかに接続するよう指導するとともに、区域外においては、
合併処理浄化槽の設置を推進します。

分野別計画
■猪名川町都市計画マスタープラン
■猪名川町公園施設長寿命化計画
■猪名川町道路橋長寿命化修繕計画
■猪名川町水道事業アセットマネジメント計画
■猪名川町水道事業経営戦略
■猪名川町下水道事業ストックマネジメント計画
■猪名川町下水道事業経営戦略
■第 4 次猪名川町環境基本計画
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施策 19 農林業

地域の農林業を守り、活かす活力のあるまち
現状と課題
●

本町の総農家数は減少しており、2015 年

（戸）
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取り組みが必要となっています。

「農地を活かしたまちづくり」の重要度は高く
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遊休農地の活用などが課題となっています。こ

くりなどに主体的な参加意向を持つ人では、

819
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い手の減少とともに、担い手の高齢化が進んで

● まちづくりアンケート調査によると、まちづ

農家数の推移（猪名川町）

専業農家

第一種兼業農家

第二種兼業農家等

資料：2000 年（平成 12 年）、2010 年（平成 22 年）は農林水産省「世
界農林業センサス」、2005 年（平成 17 年）、2015 年（平成 27
年）は農林水産省「農林業センサス」

なっています。また、まちづくりワークショップでは、「まちの将来像」の実現に向けて、農業振興
や「農」の活用、農業と観光の融合などに関する意見、アイデアが多く挙っており、観光振興などの
多様な取り組みと一体となり、「農」を積極的に活用していくことが重要となっています。
● 町域の約 80％を占める森林は、森林所有者の高齢化や後継者不足、林業への関心の低下などによ
り、整備が行き届いていない山林が増加している状況にあります。一方で、森林ボランティアによる
「里山を守り、育て、活かし、楽しみ、ひろげる」活動が展開されており、町内の森林・里山などの
資源を適正に管理できる仕組みづくりや、それらの資源の有効活用を図っていく必要があります。

施策の展開方向
【まちづくりの方向】

【施策の展開方向】

１）農業の振興

２）林業の振興と森林資源の整備・活用
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１

交流・活力をうみだす

まちづくり

２

誰もが挑戦・活躍できる まちづくり

３

人を大切に育てる

まちづくり

４

健やかにくらせる

まちづくり

５

自然と共生し快適にくらせる

６

安全・安心を守る まちづくり

まちづくり

取り組みの内容
１）農業の振興
農地の保全・活用や新たな担い手の育成、農産物のブランド化・六次産業化の促進、多様な取
り組みと一体となった「農」の活用などを通じて、基幹産業である農業の振興に取り組みます。
①「人・農地プラン」において地域が設定した農業の将来ビジョンの実現に向けて、農業生産基盤
の充実や担い手の育成・確保、農地の集積化、経営規模拡大などの取り組みを促進していきます。
また、
「人・農地プラン」未策定地域では、プランの策定に向けた支援を進めます。
②集落営農組織や認定農業者の育成・支援をはじめ、就農希望者の就農に向けた相談支援、認定農
業者・認定新規就農者等との意見交換会を通じた地域農業のあり方の検討など、様々な取り組み
を通じて、農業の担い手の育成・支援を積極的・継続的に実施します。
③小規模な農家の経営基盤の強化や小農地の集積など、新規参入を可能にする支援体制づくりに取
り組みます。
④町直営組織である「鳥獣被害対策実施隊」による有害鳥獣の捕獲、駆除に努めるとともに、電気
柵設置助成事業や捕獲わな貸出事業などの運用により被害防止を推進します。
⑤「道の駅いながわ」における農産物販売を柱に、町内産の安全・安心な農産物を「いながわ野菜」
としてブランド化するとともに、生産拡大を図ります。また、商工業者とも連携し、農業の六次
産業化に取り組みます。
⑥体験型農業や観光農業など観光客をターゲットにした新たな農業経営など、観光振興との連携に
よる農業の活性化を図ります。また、教育・福祉分野との連携による農業体験を活用した交流の
促進に取り組みます。さらに、交流人口とともに、移住・定住人口の増加に向けた「農」の活用
についても検討を進めます。

２）林業の振興と森林資源の整備・活用
森林の適正な管理や林産物の生産振興、森林・里山の再生に取り組みます。
①森林経営管理法のもと、森林組合や森林所有者と連携を図ることで、町内の森林を適正に管理で
きる仕組みづくりを進めます。
②農林業経営の安定化に向けて、しいたけ原木の伐採奨励事業などに取り組み、林産物の生産振興
を図ります。
③里山再生をめざし、間伐材の利用を推進するため、ペレット製造事業に取り組むとともに、さら
なる需要拡大と良質なペレットの安定供給を図ります。また、里山資源の循環に関する環境学習
などに取り組みます。
④森林ボランティアなど関係団体の協力のもと、里山の環境整備を進めるとともに、森林ボランティ
アの確保・育成と活躍の場・機会の拡大、森林資源への関心・意識の醸成などに取り組みます。

分野別計画
■猪名川町農業振興地域整備計画
■猪名川町土地利用計画
■猪名川町都市計画マスタープラン
■猪名川町里山基本構想及び実行プログラム
■猪名川町森林整備計画
■猪名川町鳥獣被害防止計画
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施策 20 商工業・起業・就業

自分らしい働き方を支援し、にぎわいのあるまち
現状と課題
●

民営事業所数・従業者数の推移（猪名川町）

本町の民営事業所数は 2014 年（平成 26

（事業所）

年）までは増加傾向にありましたが、2016 年

700

（平成 28 年）に減少に転じ 610 事業所とな
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っています。また、民営事業所従業者数は
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資料：2006 年（平成 18 年）は総務省「事業所・企業統計調査」
、2009 年（平成
21 年）、2014 年（平成 26 年）は総務省「経済センサス基礎調査」
、2012
年（平成 24 年）
、2018 年（平成 28 年）は「経済センサス活動調査」

に、生活の利便性を確保していくためにも、商工業の活性化や企業誘致などの産業振興に積極的に取
り組む必要があります。
●

本町の就業者数は 2010 年（平成 22 年）までは増加傾向にありましたが、2015 年（平成 27

年）
に減少に転じ 13,539 人となっており、産業別でみると第 3 次産業が 10,193 人
（構成比 75.3％）
で最も多く、次いで第 2 次産業が 2,756 人（構成比 20.4％）
、第 1 次産業が 402 人（構成比 3.0％）
となっています。
また、就業している人のうち町内で就業している人の割合は、2015 年（平成 27 年）で 31.2％、
同じく昼間人口比率は 76.3％となっており、近隣市と比べて、就労の場が少ない状況にあります。
● まちづくりアンケート調査によると、定住意向について「他市町に移りたい人」の理由をみると、
「働く場所としての魅力が少ないから」が第 4 位（15 項目中）となっており、特に、16～19 歳と
20 歳代で多くなっています。また、まちづくりワークショップでは、
「まちの将来像」について、
「町
内での働く場の確保」が必要という意見が挙っています。
● まちづくりアンケート調査によると、
「働きやすい環境づくり」
「企業誘致」はほかの施策と比べて
評価が低くなっています。そのような中で、誰もが自分らしく挑戦・活躍していくためには、猪名川
町での起業・創業に向けた支援をはじめ、雇用機会の創出などの取り組みが重要となってきます。

施策の展開方向
【まちづくりの方向】

【施策の展開方向】

１）商工業の活性化と企業誘致の推進

１

交流・活力をうみだす

まちづくり

２

誰もが挑戦・活躍できる まちづくり

３

人を大切に育てる

まちづくり

４

健やかにくらせる

まちづくり

５

自然と共生し快適にくらせる

６

安全・安心を守る

２）多様な起業・創業支援の展開
３）雇用の促進と勤労者福祉の充実
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まちづくり

まちづくり

取り組みの内容
１）商工業の活性化と企業誘致の推進
商工会や金融機関等との連携を中心とした町内事業者に対する総合的な支援や、産業拠点地区
での積極的な企業誘致などに取り組みます。
①産業振興の中心となる商工会の運営及び取り組み等への支援を行うとともに、新たな法律・制度
を踏まえ、商工会や金融機関などの各種支援機関と連携して、様々な課題を抱える町内事業者に
対する総合的な支援体制を構築・拡充します。
②地域ごとのニーズや抱える課題などを踏まえ、地域での生活を支え、生活の利便性を向上させる
生活密着型商業の展開を促進します。
③猪名川町の特色や地域資源などを活かしたビジネスの創出・展開などを、国県施策も併せて総合
的に支援します。
④産業拠点地区については、官民一体で積極的な企業誘致活動を進めます。
⑤進出企業に対する支援措置支援制度の整備など、企業が町内に進出・定着しやすい環境づくりに
取り組みます。

２）多様な起業・創業支援の展開
猪名川町において多様な起業・創業を可能にするための支援体制の強化に取り組みます。
①猪名川町商工会等の関係機関と連携し、創業希望者、創業者に対し、窓口相談、創業セミナー等
の支援を行うとともに、地元金融機関等と連携し、各々の強みを活かした支援を行います。
（猪名
川町創業支援実施計画の推進）
②地域において誰もが挑戦・活躍できるよう、社会的課題を解決するためのビジネス（ソーシャル
ビジネス・コミュニティビジネス）などを含む多様な起業・創業を支援する仕組みの構築・拡充
に取り組みます。

３）雇用の促進と勤労者福祉の充実
町内での雇用機会の創出と雇用の促進、ワーク・ライフ・バランスの推進に取り組みます。
①ハローワークをはじめ、関係機関や地元企業等と連携した雇用促進に向けた取り組みを進めると
ともに、多様な機会を活用して地域若者サポートステーションへの誘導を行い、若者を対象とし
た就労支援に取り組みます。
②起業・創業支援の取り組みと連携し、新たな雇用の場の確保・拡充をめざします。
③ワーク・ライフ・バランスの推進に向け、企業等への労働条件の向上や働きやすい環境づくりに
向けた啓発を進めます。また、子育て・介護などのライフステージにおける多様でかつ柔軟な働
き方が可能となるように、関係機関と連携して情報提供・学習の場づくりに取り組みます。

分野別計画
■猪名川町創業支援実施計画
■第三次猪名川町男女共同参画行動計画
■地域未来投資促進法に基づく猪名川町基本計画
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施策 21 シティプロモーション・観光

魅力創出・魅力発信で交流を生むまち
現状と課題
● 人口減少による地域の活力の低下により、さらなる人口減少を招くという悪循環が懸念される中で、
まちの活力の維持、発展に向けて、移住・定住の促進による人口の社会的増加はもとより、交流人口
及び関係人口（交流人口でも定住人口でもなく地域に多様に関わる人々）の増加をめざしていく必要
があります。
●

都市近郊の良好な住環境などの魅力を前面に打ち出した生活スタイルを移住目的の魅力とした取

り組みを進めており、今後も移住者の生活スタイルを考えた周知が望まれています。
● 2017 年（平成 29 年）の転入・転出の状況について年齢別でみると、20～30 歳代では、転入と
転出がともに多いものの、転出超過が目立っています。さらに、20 歳代後半から 30 歳代前半で転入
が多くなっており、5 歳以下でも転入超過であることから、子育て世代の転入が多いことがわかります。
● 観光入込客数は年間 100 万人を上回っており、その多くが「道の駅いながわ」での農産物の購入
目的となっています。しかし、2016 年度（平成 28 年度）からは観光入込客数が減少に転じており、
町内での滞在時間の短さなど様々な課題も顕在化しています。
● 近年、訪日外国人は増加傾向にあり、今後東京オリンピック・パラリンピックや大阪万博などの国
際的なイベントも続くことから、さらなる訪日外国人の誘致が期待されています。
● まちづくりアンケート調査によると、
「観光振興」はほかの施策と比べて評価と重要度が低くなってい
ますが、まちづくりなどに主体的な参加意向を持つ人では、
「観光振興」の重要度は高くなっています。
●

まちづくりワークショップでは、「まちの将来像」の実現に向けて、地域資源を活用した観光振興

や、町のブランディング、効果的な情報発信などに関する意見、アイデアが多く挙っています。また、
豊かな自然との共生や観光振興などを通じた北部エリアの活性化の重要性などが指摘されています。
● 町内外の各種イベント等で「猪名川町の PR」を行っており、マスコットキャラクター「いなぼう」
を広告塔として活用しています。また、ふるさと納税の返礼品に特産品等を送っており、食や体験な
ど猪名川町の魅力発信にも寄与しています。
● 交流人口や移住・定住人口、関係人口を増やしていくためにも、戦略的なシティプロモーションを
展開していく必要があります。また、観光振興については、交流人口の増加に向けた取り組みの中核
であり、シティプロモーションの取り組みと連動しながら展開していく必要があります。
なお、これらの取り組みについては、住民一人ひとりの猪名川町への愛着・誇りを拠りどころとす
るものであり、一過性の取り組みではなく、地域に根づいた取り組みとして展開していくことが重要
となっています。

施策の展開方向
【まちづくりの方向】

【施策の展開方向】

１）戦略的なシティプロモーションの展開

２）猪名川町での人と経済の好循環を創出する
観光の展開
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６
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まちづくり

取り組みの内容
１）戦略的なシティプロモーションの展開
住民の猪名川町への愛着・誇りを醸成するとともに、猪名川町の魅力の向上、新たな魅力の
創出に取り組み、それらの魅力を町内外に伝え、拡げていきます。
①住民相互の交流や地域活動・まちづくりなどの住民の参加・参画の促進、猪名川町の自然や歴史・
文化に親しむ機会の充実などを通じて、住民一人ひとりの猪名川町への愛着・誇りの醸成を図り
ます。
②猪名川町の魅力や強みなどを伸ばすとともに、住民や事業者など様々な主体の多様な連携を通じ
て、新たな魅力の創出に取り組みます。
③「子育て世代の移住促進」といったターゲット・目的に応じて、関連する施策・事業や関連する
主体と積極的な連携・協働を図り、猪名川町の魅力・強みなどを町内外に伝え、拡げることで、
交流人口や移住・定住人口、関係人口の増加をめざします。

２）猪名川町での人と経済の好循環を創出する観光の展開
地域に根づき、地域が潤う観光の実現に向けて、多様な主体の連携による観光資源の創出・
拡充や情報発信、環境整備などに取り組みます。
①既存の観光拠点・資源の魅力を高めるとともに、新たな観光資源の発掘・創造や、来訪者の滞在
時間の延長に向けた仕組み・ネットワーク化に取り組みます。また、体験・交流に関するプログ
ラム・イベントや食・土産物の充実を図り、観光による地域の活性化につなげてきます。
②ターゲットに応じて、観光案内機能や情報発信機能などの強化を図ります。
③訪日外国人に人気のゴールデンルート（京都～大阪～兵庫）から気軽に立ち寄れる立地を活かし、
猪名川町でしか経験できない体験活動や多田銀銅山などの歴史・文化の活用、地域の食材を活か
した食・土産物開発など、猪名川町の魅力を活かしたインバウンド対策を検討していきます。
④観光ボランティアガイドなど観光振興に関わる住民活動の活性化や事業者の観光に関する意識づく
りを通じて、町全体で「おもてなし」意識の醸成を図ります。また、観光案内サインや観光関連施
設の環境改善などにより、ソフト面とハード面から観光客の受入れ環境の充実を図ります。
⑤観光やまちづくりの関係者・団体が集まるプラットフォーム形成などを通じて、多様な主体によ
る連携を構築・強化するとともに、観光振興に向けた活動の活性化を図ります。
⑥観光振興の核となり先導的な役割を果たす「道の駅いながわ」や「多田銀銅山」
「大野山」といっ
た観光資源については、積極的な活用を図っていきます。

分野別計画
■猪名川町観光振興基本計画
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施策 22 広報・広聴、情報化

情報の発信・収集をまちづくりに活かすまち
現状と課題
● スマートフォン利用の増加によるインターネット利用の増大を背景に、日常生活での ICT 利用は身近
なものとなる中で、インターネットを活用したより積極的な広報や、ICT の利活用による住民サービスの
向上が求められています。
● 今後も、読みやすく親しみやすい広報誌づくりに努めるとともに、ホームページや SNS などの電子媒
体、広報動画などを活用した情報発信を行ってきました。また、住民との意見や情報交換できる場・機
会を設定し、幅広い広聴活動に取り組んでいます。
●

まちづくりアンケート調査によると、
「わかりやすい広報誌」はほかの施策と比べて評価が高くな

っています。一方で、町政に関心がない人について、関心がない理由をみると、「町政に関する情報
が不足している」が 4 割を占め、最も多くなっています。
● 住民が必要とする情報を的確かつ効果的に届けるための広報力の強化とともに、住民とのコミュニ
ケーションの活性化を図ることが重要となっています。
また、開かれた町政の実現や、まちづくりへの参加・参画の仕組みの構築・拡充に向けて、情報公
開制度の適正な運用が求められています。
●

ICT が飛躍的に発展する高度情報化社会において、「猪名川町情報化計画基本方針」と基本方針を

踏まえた個別施策を策定し、各業務における具体的な情報化に関する取り組みを進めていますが、今
後も、ICT の動向などを注視しつつ、個別施策を着実に展開していく必要があります。

施策の展開方向
【まちづくりの方向】

【施策の展開方向】

１）住民とのコミュニケーションの
活性化に向けた広報・広聴の充実
２）ＩＣＴの積極的な利活用
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１

交流・活力をうみだす

まちづくり

２

誰もが挑戦・活躍できる まちづくり

３

人を大切に育てる

まちづくり

４

健やかにくらせる

まちづくり

５

自然と共生し快適にくらせる

６

安全・安心を守る まちづくり

まちづくり

取り組みの内容
１）住民とのコミュニケーションの活性化に向けた広報・広聴の充実
多様な場・機会・媒体を活用し、住民に届く情報提供・発信と住民の幅広い意見・提案の把握
に取り組むとともに、情報公開制度を適正に運営します。
①広報する対象・目的に応じて多様な機会・媒体を活用し、効果的・効率的な情報の提供・発信に
取り組むとともに、広報媒体の読みやすさ、見やすさ、魅力のさらなる向上を図ります。
②積極的な情報提供・発信に向けて、庁内の推進体制の検討や、情報提供・発信に関するマニュア
ル作成などの仕組みづくりに取り組みます。
③住民が意見・提案を出しやすく、行政と情報を共有しやすくなるよう、広聴の場・機会・媒体の
充実を図ります。また、いただいた意見・提案などについて、庁内での効果的な情報共有を図る
とともに、町政への反映に努めます。
④情報公開制度に基づく行政情報の公開に対応します。また、情報公開や個人情報の取り扱いに関
わる職員の意識向上を図るとともに、個人情報の適切な保護に取り組みます。

２）ICT の積極的な利活用
住民サービスの向上や質の高い行政運営、猪名川町の将来像の実現に向けて、ICT の積極的な
利活用に取り組みます。
①ICT を利活用し、電子行政サービスの拡充や情報発信の強化、住民情報サービスの基盤整備に取
り組み、快適な住民生活の実現をめざします。
②情報システムの最適化や情報セキュリティの強化、業務継続体制の構築、職員の ICT スキルの向
上などに取り組み、ICT を利活用した質の高い行政運営の実現をめざします。
③行政情報の共有・活用を積極的に進め、透明性の高い行政運営や住民との協働をめざします。ま
た、ICT を利活用し、防犯や見守りなどの取り組みを展開し、安全・安心な生活の確立をめざし
ます。
④地域の多様な主体による地域課題の解決や地域の活性化などをめざす活動の創出・継続に向け、
ICT の利活用を促進します。

分野別計画
■猪名川町第 2 次情報化計画
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施策 23 行政運営

変化に柔軟な自治体運営で住民生活を支えるまち
現状と課題
● 少子化・高齢化及び人口減少の進行、社会経済状況の大きな変化などにより、地域の課題などが増
大、多様化・深刻化する中で、それらに対応する効率的・効果的な自治体経営が求められています。
●

「行政改革大綱」「行政改革大綱実施計画」に基づき、指定管理制度を通じた民間活力の活用や近

隣市町との広域連携、職員研修の充実、「定員適正化計画」による適正な人事管理などに取り組んで
います。
また、多様な行政課題に対応するため、各部門間の連携を強化するとともに、随時組織の見直しを
行うとともに、行政評価システムを活用した PDCA サイクルの確立に努めてきました。
● 第六次総合計画で掲げたまちの将来像を実現していくためにも、組織や人材のマネジメントを強化
するとともに、「選択と集中に基づく中長期的な戦略の推進」と「社会経済状況の急速な変化への対
応」ができる自治体経営の基盤を確立していくことが重要となります。

施策の展開方向
【まちづくりの方向】

【施策の展開方向】

１）効果的・効率的な行政運営

１

交流・活力をうみだす

まちづくり

２

誰もが挑戦・活躍できる まちづくり

３

人を大切に育てる

まちづくり

４

健やかにくらせる

まちづくり

５

自然と共生し快適にくらせる

６

安全・安心を守る まちづくり

２）人材育成・人事管理の充実
３）広域連携の推進
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まちづくり

取り組みの内容
１）効果的・効率的な行政運営
猪名川町がめざす将来像を共有し、その実現に向けて、組織や施策・事業を見直し、効果的・
効率的な行政運営に取り組みます。
①まちの将来像の実現に向けて、地域の現状・課題などの把握・分析を進め、各種行政計画の策定
や施策の展開につなげるとともに、事務事業の精査・見直しを図ります。
②指定管理制度のメリットの最大化に取り組むとともに、PPP や PFI などの民間活力・ノウハウの
活用方策を検討していきます。
③「猪名川町公共施設等総合管理計画」に基づき、今後の人口動向や既存施設の活用、近隣市町と
の連携などによる効率的な公共施設運営を図り、適切で効率的な施設の配置に取り組みます。
④公共施設の適正な管理に努め、適切な時期に施設修繕を行うことで、施設の長寿命化を図ってい
きます。

２）人材育成・人事管理の充実
町職員の資質・能力の向上と、適切な人材の配置・人事評価などに取り組みます。
①多様化・高度化する住民ニーズに対して迅速・的確に対応できる人材や、社会経済状況の変化によ
る課題の解決に向け、意欲を持って取り組むことができる人材の育成に向けて、職員研修計画に
基づき、多様な能力向上のための職員研修を実施します。
②柔軟で活力ある組織づくりをめざした管理・監督職の登用を積極的に行うとともに、人事評価制
度を活用した業績評価などを行い、職員一人ひとりの意欲と能力の向上を図ります。

３）広域連携の推進
計画的な広域行政を推進するとともに、それらの取り組みを活かした住民間交流などの活性化
を図ります。
①地域特性を活かした行政サービスの充実や機能分担、地域課題の解決などを図るため、近隣市町
などとの広域的な連携を進めていきます。
②これまでの広域連携の枠組みを活かし、住民間交流の機会の増加や、産業・観光振興などを通じ
たまちづくりの活性化、地域資源の相互活用などに取り組みます。

分野別計画
■第六次猪名川町行政改革大綱
■猪名川町公共施設等総合管理計画
■第五次猪名川町定員適正化計画
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施策 24 財政運営

持続可能な財政運営で安定したまち
現状と課題
●

本町の財政規模をみると、2009～2013 年度（平成 21～25 年度）では歳入・歳出総額が 90

億円台で推移し、2014 年度（平成 26 年度）以降はほぼ 100 億円台で推移しています。また、歳
入決算額から歳出決算額を差し引いた額から、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支が増
減はあるものの、黒字決算で推移しています。
歳入歳出決算額および実質収支の推移（猪名川町）
（億円）

（億円）

120

6.0
108
96

100
88

93

98

95

96

99
92

101

98

95

107

102

102

99

92

5.0

86

80

4.1
3.7

60

3.1
2.4

40

100

105

3.3

4.0
3.7
3.0

3.1
2.3

2.3

1.3

20

2.0

1.0

0

0.0
2008年度
2009年度
2010年度
2011年度
2012年度
2013年度
2014年度
2015年度
2016年度
2017年度
（平成20年度） （平成21年度） （平成22年度） （平成23年度） （平成24年度） （平成25年度） （平成26年度） （平成27年度） （平成28年度） （平成29年度）
歳入総額

歳出総額

実質収支

資料：猪名川町一般会計決算説明資料

● 本町の財政力指数（財政の体力を示すもので、指数が高いほど財政に余裕がある状態とされる）は、
全国市町村平均より高い水準で推移しています。また、経常収支比率（財政の余裕度を示すもので、
比率が低いほど財政の弾力性がある健全な状態とされる）は、2014 年度（平成 26 年度）以降は全
国市町村平均・類似団体より低い水準で推移しており、総じて本町の財政は健全な状況にあるといえ
ます。
● 身近な行政サービスを安定的に提供し、主体的に地域課題を克服するための取り組みを進めていく
ためには、持続可能な財政基盤の構築、安定的な財政運営の確保が不可欠となっています。

施策の展開方向
【まちづくりの方向】

【施策の展開方向】

１ 交流・活力をうみだす

まちづくり

２ 誰もが挑戦・活躍できる まちづくり

１）健全な財政運営の推進

３ 人を大切に育てる まちづくり
４ 健やかにくらせる まちづくり

２）確実な財源の確保

５ 自然と共生し快適にくらせる

まちづくり

６ 安全・安心を守る まちづくり
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取り組みの内容
１）健全な財政運営の推進
事業の見直し・廃止などによる経費節減や公共施設等の計画的な維持・管理などを通じ、財政
負担の軽減・平準化などに取り組みます。
①収支見通しの精度を高め、長期的な財政状況を明らかにするとともに、歳出全般の見直しなどを
行うことで、健全な財政運営を推進します。
②住民にわかりやすい予算編成をめざし、事業別予算や地方公会計の活用を進め、財政の見える化
に取り組みます。
③「猪名川町公共施設等総合管理計画」に基づき、公共施設等の計画的な更新・統廃合・長寿命化によ
る財政負担の軽減・平準化を図ります。

２）確実な財源の確保
税収の確保、保有資産の有効活用・適正管理などを通じて、確実な財源の確保に取り組みます。
①税に関する意識の向上と情報の発信を行いながら、適正な課税・徴税を行い、税収の確保を図り
ます。また、税務申告等の手続の簡素化、民間サービスやインターネット等を活用した納税環境
の整備・充実に取り組みます。
②普通財産の利活用の検討を含め、保有資源の有効活用を図るとともに、ふるさと納税の推進など
を通じて、税外収入を確保するような新たな財源確保に取り組みます。
③地籍調査については、平地部及び山林部の現地調査に取り組むとともに、調査済みの地区につい
て速やかに認証・登記手続きを行います。

分野別計画
■第六次猪名川町行政改革大綱
■猪名川町公共施設等総合管理計画
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第３章

重点戦略

■重点戦略の位置づけ
前期基本計画で設定した 24 の施策を分野横断的にパッケージ化し、まちの将来像「
“つながり”と
“挑戦” 幸せと笑顔あふれるまち 猪名川」の実現に向けて、前期基本計画の計画期間（5 年間）にお
いて優先的かつ重点的に展開するリーディングプロジェクトとして、24 の施策を連動させながら総合
的な考え方により「重点戦略」を位置づけます。
※重点戦略に対して、どの施策が特に関係性が高いかを整理（パッケージ化）しまちの将来像につな
げていくかを整理しています。

■重点戦略の設定
重点戦略については、まちの将来像の実現に向けて、つながりと挑戦の基盤となる「新たな協働の
創出」
、総合計画の計画期間である 10 年後の 2029 年（令和 11 年）において 30,000 人の人口規
模を維持するための「人口減少への対応」、あらゆるライフステージの生活に大きく影響する「交通・
移動への対応」という 3 つのキーワードと、基本構想で設定した 6 つの「まちづくりの方向」を踏
まえて設定しました。

■猪名川町地域創生総合戦略との関係
本町では、2015 年度（平成 27 年度）に策定した総合戦略に基づき、人口減少の克服と地域創生
に向けた施策を推進してきました。しかし、総合戦略は 2019 年度（令和元年度）までを計画期間
としているため、第六次総合計画において整合性を図り、効果的に取り組めるように、この重点戦略
に位置づけます。また、重点戦略では、KPI（重要業績評価指標）を設定し、目標を明らかにしたう
えで、検証の仕組みに基づいた、より実現性の高い計画とします。
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重点戦略１

多様なコミュニティを育み、新たな協働を創りだす

まちの将来像の実現に向けて、地縁型コミュニティやテーマ型コミュニティなどの多様なコミュニ
ティを育むとともに、新たな協働による取り組みを創出していきます。
※地縁型コミュニティ

：自治会、まちづくり協議会のように地縁性を持ち、地域の活性化や地域の課題
解決などに取り組む組織・集団。地域コミュニティの核となるもの。

※テーマ型コミュニティ：地域を限定せずに、特定の目的やテーマに興味・関心のある人たちが集まり、
ともに活動に取り組む組織・集団。

地縁型コミュニティの活性化
地域コミュニティの核となる自治会・まちづくり協議会の関係者や地域住民、事業者、行政が連携
し、それぞれの地域の現状・課題を踏まえ、地域がめざす「ビジョン」を整理・共有するとともに、
「ビジョン」の実現に向けた具体的な取り組みの検討、展開をめざします。
また、地域担当職員制度を活かした分野横断型の総合的な支援や、まちづくりに必要な情報・ノウ
ハウ等の提供、外部の専門人材の派遣などを通じて、地縁型コミュニティの活性化に取り組みます。

ＫＰＩ

自治会加入率
まちづくり協議会自主事業数

まちづくりへの参画の促進とテーマ型コミュニティの活性化
まちづくりに興味・関心がある人やまちづくりの課題の解決に挑戦したい人が、興味・関心のある
テーマ・課題について、気軽に集まり、話ができたり、学んだりすることができる場を創出・拡充す
るとともに、そのような場の創出・拡充のための相談窓口を整備し、テーマ型コミュニティの活性化
に向けた支援に取り組みます。
また、活動に必要な情報やノウハウなどの情報交換・共有等を目的として、すでに活躍しているボ
ランティア団体や NPO などのテーマ型コミュニティの交流の機会を創り、相互に活性化できるよう
に支援します。
さらに、住宅都市の特徴を活かしたプロボノ活動（住民が自らの専門知識や技能を活かして参加す
る社会貢献活動）の促進、ソーシャル・ビジネス及びコミュニティ・ビジネスの創出などを支援し、
多様な主体のまちづくりへの参画を促進します。
ＫＰＩ

テーマ型コミュニティの活動件数
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新たな協働の創出
行政と地域との協働だけではなく、個人をはじめ、団体・組織、事業者などの多様な主体、地縁型
コミュニティやテーマ型コミュニティなどが、ネットワークを構築し、新たな価値や魅力の創出、地
域の課題解決に向けた取り組みを展開していけるよう、猪名川町における中間支援の役割を整理し、
組織の育成や整備を進めます。
ＫＰＩ

中間支援のための相談窓口・拠点の整備

【施策のパッケージ】
1．人権尊重・多文化共生

2．地域コミュニティ

3．参画・協働

4．地域福祉

5．子ども・子育て支援

6．高齢者支援

7．障がい者（児）支援

8．健康・医療

9．防災・消防

10．生活安全

11．学校教育

12．生涯学習・文化

13．青少年育成・スポーツ振興

14．自然・環境保全・環境衛生

15．都市整備

16．住環境

17．交通

18．生活基盤

19．農林業

20．商工業・起業・就業

21．シティプロモーション・観光

22．広報・広聴、情報化

23．行政運営

24．財政運営
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重点戦略２ 「住みたいまち」「住み続けたいまち」をつくる
本格的な人口減少社会に対応し、まちの持続性を確保していくためにも、子育て世代をはじめ、若
者や高齢者など猪名川町での暮らしの満足度と魅力を向上していくことで、猪名川町に住みたい、住
み続けたい人を増やしていきます。

子育ての「安心」と「楽しさ」を実感できる環境づくり
子育て世代に選ばれるまちをめざし、子育ての不安や負担を軽減し「安心」につながる制度の充実
を図るとともに、子育て支援アプリを活かして情報発信やサービスの拡充を進めます。
また、豊かな自然を活かした多様な体験や遊び、学びの場・機会などの整備・拡充に取り組み、子
育ての「楽しさ」を実感できる環境づくりを進めます。
さらに、シティプロモーションや観光などの取り組みを通じて、町内外の子育て世代に猪名川町を
知ってもらい、Ｕターン・Ｉターンの促進につなげます。
ＫＰＩ

子育て世帯（義務教育までの子どもがいる世帯）の人口割合

暮らしの基盤となる多様な「働く場」「しごと」の創出
産業拠点地区「プロロジス猪名川プロジェクト」による企業誘致を、町内の雇用の場として活かす
とともに、働く場として転入する人への支援を検討します。
また、農家所得の向上をめざし、「道の駅いながわ」での農産物販売を柱に、町内産の安全・安心
な農産物の生産拡大に向けた「いながわ野菜」の地場産品としてのブランド化や、六次産業の促進な
どを進め、
「働く場」としての農業の振興とともに、新規就農者の確保に取り組みます。
さらに、農業に限らず、猪名川町の特色・資源などを活かした多様な起業・創業を総合的かつ継続
的に支援することで、暮らしの基盤となる「しごと」の創出に取り組み、若者や子育て世代などの定
住・転入の促進につなげます。

ＫＰＩ

商工会会員数
新規就農者数

まちの特性・魅力を活かした「猪名川ファン」づくり
豊かな自然と大阪や神戸などの都市圏への交通アクセスの良さという 2 つの面を併せ持つ特性を
踏まえ、自然と共生するライフスタイルの提案を積極的に進めるとともに、転入に向けた総合的な支
援体制の整備・拡充を検討します。
また、大野アルプスランドをはじめとする観光資源の有効活用や、貴重な歴史資源である多田銀銅
山の保存・活用、地元農産物や集客の拠点である道の駅いながわなどを活かして、交流人口や関係人
口のさらなる増加をめざすとともに、豊かな自然環境や豊富な資源を活かした訪日外国人旅行者（イ
ンバウンド）対策の検討を進めます。
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ＫＰＩ

まちづくり協議会ごとの転入数
ふるさと納税の寄付金額

健康長寿と生涯現役のまちの実現
高齢者が自分らしくいきいきと暮らしていけるよう、身近な地域での住民主体の健康づくりの支援
や、介護予防の充実などに取り組みます。
また、高齢者の生活スタイルやニーズ、生活機能などに応じて切れ目のない社会参加を可能にする
支援について、地域や関係機関、事業者などと連携して取り組みます。
元気な高齢者（アクティブシニア）については、様々な可能性に挑戦し、活躍できるよう、学びの
場・機会づくりをはじめ、社会貢献活動や就労などへのマッチング機能の充実などに取り組み、健康
長寿と生涯現役のまちの実現をめざします。

ＫＰＩ

健康寿命
各種セミナー等の参加者数

【施策のパッケージ】
1．人権尊重・多文化共生

2．地域コミュニティ

3．参画・協働

4．地域福祉

5．子ども・子育て支援

6．高齢者支援

7．障がい者（児）支援

8．健康・医療

9．防災・消防

10．生活安全

11．学校教育

12．生涯学習・文化

13．青少年育成・スポーツ振興

14．自然・環境保全・環境衛生

15．都市整備

16．住環境

17．交通

18．生活基盤

19．農林業

20．商工業・起業・就業

21．シティプロモーション・観光

22．広報・広聴、情報化

23．行政運営

24．財政運営
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重点戦略３ 交通・災害に対する不安を解消し、暮らしやすいまちをつくる
住民の日常生活で多くの課題につながる交通・移動手段の問題や多発する自然災害に対する不安を
解消することで、現在そして未来の猪名川町での暮らしの満足度を向上させ、暮らしやすいまちをつ
くります。

公共交通の維持と多様な移動手段の確保
町内の路線バスや鉄道、町が運行するコミュニティバスなどの既存の公共交通を維持していくため
に、利用しやすい公共交通体系の構築・強化を図るとともに、路線バスを活用した貨客混載や観光と
のタイアップなど公共交通の新たな活用方法の検討を進めます。
また、公共交通の整備が難しいエリアではデマンド交通や自家用有償運送などの導入に向けた調
査・研究を進めるほか、地域や町内事業者などと連携を図り、地域の状況に応じた多様な移動手段の
創出に取り組みます。
さらに、本町では自動車の利用が多いことから、安全装置等の先端技術を活用した安全運転への支援
についても検討を進めます。
ＫＰＩ

公共交通の利用者数

災害に強いまちの実現
大規模な自然災害の発生が懸念されるなかで、
「地域防災計画」等に基づいて、災害応急体制の充
実や災害に関する多様な情報発信の充実を図るとともに、県との連携を強化し、公助としての防災対
策に取り組みます。
また、共助の地域防災対策として、高齢者や障がいのある人などを対象とした避難行動要支援者制
度の拡充や、地域の防災力の向上に寄与する防災士等の育成など、地域の状況に応じた地域主体の防
災活動の促進に取り組みます。
ＫＰＩ

防災士の登録者数

【施策のパッケージ】
1．人権尊重・多文化共生

2．地域コミュニティ

3．参画・協働

4．地域福祉

5．子ども・子育て支援

6．高齢者支援

7．障がい者（児）支援

8．健康・医療

9．防災・消防

10．生活安全

11．学校教育

12．生涯学習・文化

13．青少年育成・スポーツ振興

14．自然・環境保全・環境衛生

15．都市整備

16．住環境

17．交通

18．生活基盤

19．農林業

20．商工業・起業・就業

21．シティプロモーション・観光

22．広報・広聴、情報化

23．行政運営

24．財政運営
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