第３次朝来市総合計画施策体系（たたき台）

資料４

１ 多様な学びで「やりたい」にチャレンジでき、未来をつくる「人」を育む
第３次総合計画

№
施策名
1-1 シビックプライドと未来をつくる力を育む人材育成の充実

1-2 まちにも生きる生涯学習・スポーツの推進

事業実施方針

第２次後期基本計画
事業実施方針の内容説明等補足、新たなに追加する項目等

施策名

（1）朝来の未来を育む人材育成の充実

・施策12「生涯学習の推進」から人材育成系の市民講座を移動

１ 人財育成・シティプロモーションの推進

（１）シビックプライドと未来をつくる力を育む人財育成

（2）シビックプライドを育む地域での学びの充実

・施策12「生涯学習の推進」の小中学生対象講座、地域と連携した学びを移動
（小学生等の地域で学ぶ生涯学習講座、地域自治協議会の活動など）

12 生涯学習・生涯スポーツの推進

（１）生涯学習の推進

12 生涯学習・生涯スポーツの推進

（１）生涯学習の推進

（1）やりたいことにチャレンジできる生涯学習の推進

（2）市民の交流を生む生涯スポーツの推進

1-3 生きる力を育む幼児教育・学校教育の推進

（3）学びを育む図書館の運営

・図書利用だけでなく、まちの動きと合わせた企画を随時展開を追加

（1）人と人のふれあいの中で豊かな心を育む教育の推進

・幼児教育も含めて記載（※幼児教育は後期基本計画では記載なし）
・シビックプライドを育むふるさと教育含む

21 確かな学力と豊かな心を育む教育の推進

22 魅力ある教育環境の整備の推進

事業実施方針順番入替え

（１）教育環境の整備

（３）学校給食の充実

・学校給食への日常的な朝来市産農産物活用の仕組化を追加

（1）誰もが自分らしく生きられる人権啓発の推進

14 全ての市民の人権が尊重されるまちづくり

（１）人権啓発の推進

（２）男女共同参画の推進

（1）市民の芸術文化活動の促進

（2）開かれた芸術文化施設の管理と運営

（２）豊かな心を育む教育の推進

（２）教職員研修の推進

（2）男女共に活躍できる環境づくり

1-6 豊かな心を育む芸術文化の振興

4-6健康づくりとの連携

（３）図書館利用の促進

（2）一人ひとりの子どもの力を育む教職員の育成

1-5 多様性を尊重するまちづくり

学校教育でのふるさと教育は1-3

（１）学力の向上・教育環境の改善

（1）安心して学べる教育・学習環境の整備

（3）地域の恵みを感じる学校給食の充実

（← 一部移動）

（２）生涯スポーツの推進

（2）主体的な学ぶ力の向上

1-4 多様な学びを支える教育・学習環境の整備

その他
事業実施方針

13 豊かな心を育む文化芸術の振興

・施設の管理運営に関することを分割

●芸術文化活動の推進

2-3農業との連携

２ 人と自然が共生し、地域で循環する産業を確立する
第３次総合計画

№
施策名
2-1 内発的な経済循環と多様な働き方の創出

2-2 朝来の力になる観光まちづくり

2-3 時代にあわせて進化する農畜産業の振興

2-4 自然を守り生かす林業の振興

事業実施方針

第２次後期基本計画
事業実施方針の内容説明等補足、新たなに追加する項目等

施策名

（1）市内事業者の力を育む支援の充実

・施策2「安定した雇用の確保」と統合 （市内事業者向けの支援のため）
・多様な働き方の推進を追加

（2）多様な働き方を促進する起業支援

・施策２「企業誘致・起業の促進」から「起業支援」を分割

（２）安定した雇用の確保

（3）朝来市の強みを生かした企業誘致

・サテライトオフィス等の誘致を追加

（３）企業誘致・起業の促進

（1）観光環境の整備・観光人材の育成

２ 産業振興と雇用促進

３ 朝来の強みを活かした観光振興

（１）観光環境の整備

（２）観光による経済波及効果の拡大

（3）ネットワーク拡大による広域観光の推進

（３）広域観光の推進

（1）農業の担い手と農業経営体の育成と強化

７ 付加価値を高める農畜産業の振興

（１）農業の担い手と農業経営体の育成・強化

（2）荒廃農地の発生防止と解消の推進

（２）荒廃農地の発生防止・解消

（3）付加価値を高める農畜産業の経営支援

（３）付加価値を高める農畜産業経営

（1）森林がもつ多面的な機能の確保

10 森林がもつ多面的な機能を発揮させる林業の振興

新規

（２）森林資源の有効活用の促進

（1）自然環境の把握・保全の推進

・朝来市の自然環境の情報整理
・保全活動の推進 など

（2）自然環境の学びと活用の推進

・子どもから大人までを対象とした自然・環境学習など

（1）歴史文化遺産の調査と保存・整備の推進

1-4学校給食殿連携

（１）森林がもつ多面的な機能の確保

・林業の担い手や活動団体等の育成を追加

（3）森林資源の有効活用の促進

2-6 地域の誇りとなる歴史文化遺産の保存・活用

（１）既存事業者への支援

（2）観光による経済・交流の拡大

（2）林業の担い手育成と業態の多様化の促進

2-5 人の営みとともにある自然との共生

その他
事業実施方針

17 循環と共生の環境保全の推進

※この施策には自然環境保全や自然との共生に
関する事業実施方針はない。

15 後世に残したい歴史文化遺産の保存活用

（１）歴史文化遺産の調査と保存・整備の推進

（2）歴史文化遺産の利活用の推進

（２）歴史文化遺産の利活用の推進

（3）歴史文化遺産の普及啓発の促進

（３）郷土教育の促進

※環境基本計画に基づいて作成
（第２期総合戦略とも一致）

３ 多様なつながり・交流を育み、地域力をより高める
第３次総合計画

№
施策名
3-1 市民力を高める協働のまちづくりの推進

事業実施方針

第２次後期基本計画
事業実施方針の内容説明等補足、新たなに追加する項目等

（1）多様な活動を育む仕組みづくり

・多様な活動を生みだす活動支援（市民活動支援）を追加
・人と人・人と組織をつなぐコーディネーターの育成などを追加

（2）市民参画を促進する協働のまちづくりの推進

・協働のあり方を再確認することが必要ではないか

施策名

新規

32 地域力を高めるための協働のまちづくりの推進

（3）地域を元気にする地域おこし協力隊の配置

3-2 多様な人がつながる地域コミュニティの充実

3-3 まちの仲間になる移住定住の推進

その他
事業実施方針

（１）地域協働のまちづくりの推進

（３）地域おこし協力隊の配置

（1）身近な暮らしを支える自治会活動の支援

・施策33「地域づくり支援」と統合

33 自治会活動の支援

（１）自治会運営支援

（2）多様な人が参加する地域自治協議会の支援

・施策32「地域自治協議会への支援」を移動し、
地域コミュニティの括りで施策をまとめる

32 地域力を高めるための協働のまちづくりの推進

（２）地域自治協議会への支援

33 自治会活動の支援

（２）地域づくり支援

４ 持続的な定住に向けた施策の推進

（１）移住定住促進の仕組みづくり

（1）地域と進める移住定住の推進

・施策4「朝来市の魅力発信による移住定住促進」と統合
・持続可能な取組になるよう地域主体の取組や移住サポート体制を追加

（２）朝来市の魅力発信による移住定住促進

3-4 まちを応援する関係人口の創出

3-5 未来につながる多文化共生の推進

（2）多様な出会いの場づくり

・施策「23 出会い応援事業の推進」を移動
（結婚の目的は定住や人口増加に向けてという考え方から）

（1）地域とつながる関係人口の創出

・関係人口について新たに追加

（2）まちの活力になる国内交流の推進

・国内交流を関係人口構築やまちの活力につながる視点で施策を考える

23 出会い応援事業の推進

●地域ぐるみでの出会いの支援

新規

６ 多文化交流の推進

（１）国内交流推進

（1）ともにつくる多文化共生の推進

（2）グローバル社会に向けた国際交流の推進

1-3英語教育との連携

新規

６ 多文化交流の推進

（２）多文化・国際交流

４ 誰もが居場所や役割を持ち、健幸で心豊かな暮らしを実感できる
第３次総合計画

№
施策名
4-1 一人一人が地域とつながる地域共生社会の実現

4-2 地域みんなで安心できる子育ての充実

4-3 いつまでも自分らしく活躍できる高齢社会の実現

事業実施方針
（1）誰もに居場所がある地域共生社会の実現

第２次後期基本計画
事業実施方針の内容説明等補足、新たなに追加する項目等

施策名

・地域共生社会づくり追加
・生活困窮支援、ひきこもり支援について追加

新規

（2）関係機関との連携による地域福祉の推進

11 みんなで支える地域福祉の推進

●関係機関との連携による地域福祉の推進

（1）家族・子どもに寄り添う子育て支援施設・制度の充実

20 子育て支援の充実

●子育て支援施設・制度の充実

（2）安心して妊娠・出産・子育てができる切れ目のない支援

24 健やかな乳幼児の育成支援

●安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくり

（1）地域で支える高齢者の健康と生きがいづくり

27 豊かな高齢社会の創出

（１）高齢者の健康と生きがいづくり

（2）高齢者も家族も安全・安心に暮らせる仕組みづくり

4-4 障害のある人の居場所と役割がある自立支援の充実

（1）みんなで支える障害者（児）の生活の支援

4-6 こころとからだが幸せになる健康（健幸）づくりの推進

（1）安心な地域医療体制の充実

28 障害のある人の自立支援の充実

（１）障害者（児）に対する生活支援

（２）障害者の社会参加促進

25 安心できる地域医療体制の充実

（１）地域医療体制の推進

（2）安心な救急医療体制の確保

（２）救急医療体制の充実

（3）安心して出産に臨める周産期医療体制の充実

（３）周産期医療体制の充実

（4）みんなで助け合う献血事業の推進

（４）献血事業の推進

（1）地域・企業と進める健康（健幸）づくり

※保護者視点を踏まえ、施策を統合

（２）高齢者が安全・安心に暮らせる福祉のまちづくり

（2）障害者の個性を伸ばす社会参加の促進

4-5 安心できる医療体制の充実

その他
事業実施方針

26 こころとからだの健康（健幸）づくりの推進

（１）健康（健幸）意識の向上

（2）病気の予防とこころの健康づくりの推進

（２）がん・生活習慣病の予防とこころの健康づくりの推進

（3）みんなで取り組む感染症予防対策の推進

（３）感染症予防対策の充実

1-2生涯スポーツとの連携

５ 市民の暮らしを支える安全・安心な都市基盤を持続する
第３次総合計画

№
施策名
5-1 自然・産業・暮らしを創造する土地利用の推進

5-2 地球に優しいエネルギーと資源の循環の推進

事業実施方針

第２次後期基本計画
事業実施方針の内容説明等補足、新たなに追加する項目等

（1）次世代の暮らしを創造する土地利用の推進

施策名
５ 計画的な土地利用と潤いある地域整備の推進

（１）計画的な土地利用の推進

（2）潤いある地域整備の推進

（２）潤いある地域整備の推進

（3）着実な地籍調査の推進

（３）地籍調査の推進

（1）新エネルギー等による低炭素社会の実現

・再生可能エネルギーや省エネルギーの取組等を追加

（2）みんなで取り組むゴミの減量と再資源化

新規 （※環境基本計画に基づく）

17 循環と共生の環境保全の推進

（3）快適な生活環境の保全と維持

5-3 暮らしを豊かにする公共交通の確保

その他
事業実施方針

（１）ゴミの減量化・再資源化

（２）生活環境の保全

（1）暮らしに密着した市内交通の充実

・新たな移動手段検討などを追加

（2）広域交通の利便性向上と利用の促進

・市外への交通として
「鉄道の利便性向上と利用促進」「但馬空港の利用促進」を統合

16 利便性のある公共交通の確保

（１）バス（路線バス・アコバス）の充実

（２）鉄道の利便性向上と利用促進

（３）但馬空港の利用促進

5-4 日頃からみんなで備える災害に強いまちづくり

（1）安全・安心な防災体制の整備

・事業実施方針の内容を入替え

８ みんなで取り組む災害に強いまちづくり

（2）みんなで取り組む地域防災力の強化

（3）地域の安全・安心を守る消防体制の充実

5-5 暮らしを守る防犯・交通安全の推進

（1）地域と一体となった防犯活動の推進

（１）地域防災力の強化

・消防と防災と一体的な活動が多いため施策9「消防体制の充実」を移動

９ 消防・防犯体制と交通安全の充実

（１）消防体制の充実

９ 消防・防犯体制と交通安全の充実

（２）安全・安心なまちづくりの推進

（2）子どもから大人まで一緒に取り組む交通安全の推進

5-6 暮らしを支える上下水道の維持管理・運営

（1）持続可能な上水道事業の運営

（３）交通安全啓発活動の促進

18 暮らしを支える上下水道の整備

（2）持続可能な下水道事業の運営

5-7 生活基盤の持続可能な維持管理・確保

（２）防災体制の整備

（１）上水道事業の運営

（２）下水道事業の運営

（1）暮らしとともにある生活道路等の整備

19 快適な生活基盤の整備

●生活道路等の整備

（2）安全で快適な市営住宅等の維持管理

４ 持続的な定住に向けた施策の推進

（３）多様な住宅施策の展開

3-3移住、4-1生活困窮との連携

６ まちの動きや情報を戦略的につなぎ、効率的で健全な行財政運営を実現する
第３次総合計画

№
施策名
6-1 対話による開かれた広聴の充実

事業実施方針

第２次後期基本計画
事業実施方針の内容説明等補足、新たなに追加する項目等

（1）市民と行政の対話の場の充実

・「広報」と「広聴」それぞれ重要である観点から分割する
・市民との対話の場の重視の視点を追加

（2）市民の意見を反映する機会の充実

・市民意見の反映の重要性としてパブリックコメントを追加

施策名
31 広報広聴等の充実による情報発信

（1）市民生活に寄り添った情報発信の推進

・市民に広く周知をはかる広報の充実を追加
（広報誌、ホームページなどの情報発信の工夫、多言語対応など）

（2）ターゲット層に届く情報発信の充実

・庁内横断的な情報共有やターゲット相当に応じたSNS等の活用
・まちのアクションやコミュニケーションにつながる情報発信 など の追加
※各分野の戦略的な情報発信はそれぞれの事業実施方針内で記載

（1）行政マネジメントの推進

（←広聴のみ）

（３）情報公開の推進

31 広報広聴等の充実による情報発信

（１）広報・公聴の充実

（←広報のみ）

新規

（3）ケーブルテレビの充実

6-3 効果的かつ効率的な行政運営の推進

（１）広報・公聴の充実

新規

（3）市民に開かれた情報公開の推進

6-2 伝えたいところに届く戦略的な情報発信の推進

その他
事業実施方針

（２）ケーブルテレビの充実

・「各種関連計画等の推進」と統合

34 総合計画に基づく成果志向の進行管理

（2）行財政改革の推進

（１）行政マネジメントシステムの構築

（２）行財政改革の推進

（３）各種関連計画等の推進

（3）将来を見据えた公共施設の再配置

（4）ICTを活用したスマート自治体への転換

6-4 持続可能で自律した財政運営の推進

新規

新規

・行政運営の部分だけのICT活用。その他の分野でICTが必要であれば各課で追記。

（１）健全な財政運営

29 持続可能な自立した財政運営

（２）財源の確保

6-5 市民とともにある職員の育成・組織力の強化

（1）社会情勢の変化に対応できる組織体制の構築

（２）財源の確保

・職員の在宅ワークの推進等「働き方改革」を含む

30 信頼される職員の育成

（2）市民に信頼される職員の育成

6-6 広域行政組織等団体との連携の推進

（1）共同事務の実施

（2）強みを生かす広域連携による地域活性化

（１）効率的な財政運営

（１）社会情勢の変化に対応した組織づくり

（２）効果的な人材育成の推進

35 広域行政組織等団体との連携推進

（１）共同処理の実施

（２）広域連携による地域活性化

（3）専門性を生かす大学連携の推進

（4）災害時における応援連携の推進

新規

（３）災害時における応援連携

