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1 ページ 

しちょうのあいさつ 

ひとがゆきかい しぜんのめぐみあふれる すみよいまち のじつげんにむけて 

このたび、ほんしのあらたなまちづくりのししんとなる だい 2 じきのかわしちょうきそうごうけいかく

をさくていいたしました。 

ほんしは、うつくしいしぜんかんきょうやぜんこくとっぷくらすのせいさんりょうとひんしつをほこるく

だものをはじめ、おおくのほこるべき地域しげんをゆうしています。これらのみりょくをいかし、しみ

んのみなさまとちからをあわせてともにめざすしょうらいぞうを ひとがゆきかい しぜんのめぐみ

あふれる すみよいまち とさだめ、こんごは、しょうらいぞうのじつげんにむけて、けいかくのすい

しんにえいいとりくんでまいります。 

けいかくのさくていにあたっては、これまでの 10 ねんかんのとりくみのせいかとかだいをけんしょう

するとともに、しみんいしきちょうさやしょう ちゅうがくせいあんけーと、しみんわーくしょっぷなど、

さまざまなしゅほうにより おおくのしみんのみなさまのごいけんをうかがい、けいかくにはんえい

することができました。こんご、しみんのみなさまをはじめ、地域、だんたい、じぎょうしゃのみなさ

まとぎょうせいが、まちづくりのもくひょうややくわりなどをきょうゆうし、それぞれが地域のしゅやく

となりせいかをわかちあえるようちゃくじつにけいかくをすいしんしてまいりますので、みなさまのご

りかいとごきょうりょくをおねがいいたします。 

むすびに、ほんけいかくのさくていにあたり、かっぱつなごいけん、ごていげんをいただきましたち

ょうきそうごうけいかくしんぎかいいいん、しぎかいぎいんのみなさまをはじめ、しみんいしきちょう

さやしみんわーくしょっぷなどのきかいをとおして ごいけんをいただきましたしみんのみなさま、な

らびにかんけいかくいに心からおれいをもうしあげます。 

2018 ねん 3 がつ 

きのかわしちょう なかむら しんじ 



２ページ 

けいかくのがいよう 

けいかくのこうせいときかん 

だい 2 じきのかわしちょうきそうごうけいかくは、「きほんこうそう」「きほんけいかく」「じっしけいかく」でこ

うせいし、それぞれのけいかくきかんは、しゃかいじょうせいやかんきょうのへんかにじゅうなんに対応す

るため、また、しちょうのせいさくほうしんにもとづいたぐたいてきなせさくをしめしとりくむため、かいてい

のじきをしちょうのにんきとれんどうさせることで、こうかてきかつこうりつてきなしせいうんえいをめざし

ます。 

 

1 きほんこうそう （けいかくきかん 2018 ねんどをしょねんどとした 9 ねんかん） 

きほんこうそうは、まちづくりのきほんりねんとこれによりじつげんをめざすきのかわしのしょうらいぞうを

さだめ、しせいうんえいのきほんほうしんをしめすものです。 

 

2 きほんけいかく (けいかくきかん ぜんき 5 ねんかん、こうき 4 ねんかん） 

きほんこうそうをじつげんするため、ぎょうせいとしみんがいったいとなってすすめるぐたいてきなとりくみ

をたいけいてきにしめしたものです。 

 

３ じっしけいかく （けいかくきかん 3 ねんかん） 

じっしけいかくは、まいねんどのよさんかのなかで じぎょうじっしをはかるとともに、せさく じぎょうのし

んちょくじょうきょうやせいかのたっせいじょうきょうをふまえて、まいねんどろーりんぐほうしきによってけ

いかくをみなおすものです。 



3 ページ 

きのかわしのじんこう 

くにのけんきゅうきかんであるこくりつしゃかいほしょう じんこうもんだいけんきゅうしょ (いか、しゃじん

けん という）がはっぴょうした 2013 ねん 3 がつのすいけいによると、ほんしのじんこうは、くにぜんたい

のじんこうよりもはやいすぴーどでげんしょうするとともに、ねんしょうじんこうやせいさんねんれいじんこ

うがげんしょうし、ちょうこうれいしゃかいになることがよそうされています。 

じんこうはねんねんげんしょうしていき、2060 ねんにはげんざいのじんこうのやく 52％ていど、34,052 に

んになるとすいけいしています。おおはばなじんこうのげんしょうは、ちいきけいざいのていたいやちい

きぶんかのそうしつ、しのざいせいあっかなどをひきおこすかのうせいがあります。 

そこで、ほんしでは、しみんのきぼうをかなえ、あんしんしてこどもをうみそだてられるかんきょうのじゅう

じつをはかるなどのとりくみにより、じんこうげんしょう、しょうしかにはどめをかけます。また、きのかわし

でうまれそだつわかものがきのかわしでくらしつづけられるようなとりくみをすすめるなどじんこうりゅうし

ゅつをよくせいします。さらに、たちいきのかたがいじゅうできるようなとりくみをすすめ、あたらしいひと

のながれをうながします。 

これらのとりくみにより、ほんけいかくのさいしゅうねんどである 2026 ねんのしょうらいじんこうを きのか

わしまち ひと しごとそうせい じんこうびじょんのすいけいから やく 60,000 にん とせっていし、ほん

けいかくないのかくしゅせさくをすすめていきます。 

 

 



4 ページ 

しゃかいかんきょうのへんかときのかわしの現状と課題 

しょうしこうれいかとじんこうげんしょうのしんこう 

しょうしこうれいかとじんこうげんしょうのしんこうにより、ぜいしゅうにゅうがげんしょうするいっぽう

で、しゃかいほしょうひがぞうかし、しのざいせいへのえいきょうもおおきくなることがみこまれま

す。 

また、じんこうげんしょうにともない、地域こみゅにてぃや地域ぼうさいのきのうがていかするかの

うせいがあるため、人のながれとはたらくばづくりにとりくみ、じんこうげんしょうをよくせいしてねん

れいこうせいのばらんすをいじし、かつりょくをいじするじぞくかのうなまちのじつげんをめざすひつ

ようがあります。 

 

だいきぼしぜんさいがいへの対応 

ほんしは、なんかいとらふによるだいじしんや、かつだんそう ちゅうおうこうぞうせんだんそうたい 

によるだいじしんのはっせいのかのうせいがあります。さらに、きんねんぞうかけいこうにあるしゅ

うちゅうごううやたいふうによるしんすいひがいやどしゃさいがいのはっせいのかのうせいもありま

す。そこで、これまではっせいしたさいがいでえたきょうくんをいかし、じんそくかつてきせつにはん

だんし、こうどうできるたいせいをととのえておくことがひつようです。だいきぼさいがいがはっせい

すると、ひがいがこうはんいにおよぶため、ぎょうせいによるきゅうじょかつどうがこんなんになる

かのうせいもあり、じぶんのみのあんぜんはじぶんでまもるといういしきや、じぶんたちの地域は、

おたがいにたすけあってまもるといういしきをすべての地域じゅうみんがもつことももとめられてい

ます。 

 

きかんさんぎょうである農業のいじきょうか 

ほんしは、けんない 1 いの農業さんしゅつがくをほこり、しきおりおりのくだものがしゅうかくできる

ぜんこくゆうすうのくだものさんちです。このつよみをいかし、2017 ねんにくだものをてーまとした 

きのかわふるーつたいけんぷるぷるはくらんかい をかいさいし、しみんかつどうによるじもとのう

さんぶつのしょうひかくだいやのうぎょうかんけいだんたいのいくせいにとりくみ、地域さんぎょうの

すばらしさやたいせつさをつたえることをもくてきとして、せいさんしゃとしょうひしゃとのこうりゅうの

ばをもうけるとりくみをすすめています。また、とうなんあじあでにんきのあるもものゆしゅつなど、

きのかわさんくだもののゆしゅつかくだいにむけて、ほうにちがいこくじんのとりこみをきかくしたぐ

ろーばるなとりくみをおこなっています。 



5 ページ 

しかしながら、農産物価格のていめいにより農業だけではせいけいをいじすることがむずかしい

こと、農業従事者の高齢かなどの要因から、ぜん産業のうち農業従事者をはじめとした第 1 じ産

業就業しゃがしめる割合は減少しています。さらに、耕作放棄ちの増加、農産物流通のたようか

やちょうじゅうひがいの増加など、ほんしの農業をとりまく環境は不安定になっています。 

 

こようそうしゅつと産業しんこう 

きのかわしでうまれそだったわかものが、きのかわしでくらしつづけられるよう、また、U たーんで

戻ってこられるようこようのばのかくほがひつようです。 

きぎょうは、こようあんていかとかくだい、地域ぶんかへのさんかなどにより、地域にねざしたさん

ぎょうをはってんさせ、きのかわしのまちづくりにさんかくする役割もかねそなえています。 

そのようななか、ほんしでは積極的な企業誘致のすいしんにくわえ、誘致ごもさらなる発展を期待

して継続的な支援をおこなっています。誘致企業は、しないの既存企業との連携 融和をはかり、

地域経済のかっせいかにきよすることがきたいされています。 

ほんしのつよみでありきかんさんぎょうである農業振興など既存産業の活性化のほか、あらたな

企業誘致やそうぎょうしえん、いぎょうしゅかんのれんけいをすすめるひつようがあります。 

 

あんていしたざいせいうんえいのとりくみ 

こうれいかのしんこう、しみんのライフスタイルのたようかなどから、ぎょうせいさーびすのにーず

は、たきにわたりますが、職員ていすうのげんしょう、ちほうこうふぜいのげんがくにより、すべて

のにーずにたいおうすることがむずかしくなりつつあります。じんいんの配置のさいてきか、じっし

じぎょうのみなおしなどをはかり、よりこうりつてきでこうかてき、なぎょうざいせいうんえいをおこな

っていくことがひつようです。 



6 ページ 

きほんこうそう 

きのかわしのしょうらいぞう 

ひとがゆきかい しぜんのめぐみあふれる すみよいまち 

しょうらいぞうにこめたおもい 

きのかわしにおおくの人がおとずれ、らいほうしゃ しみんをとわずこうりゅうがさかんでかっきにあふれ

るまちめぐまれたしぜんかんきょう、ゆたかな地域しげんをいかしたみりょくあふれるまち 

せいかつしている誰もがあんぜんにあんしんしてくらせるまち 

こどもからこうれいしゃまですべてのしみんがいきいきとくらせるまち 

ほんしにかかわるみんながきのかわしにあいちゃくをもっているまち 

まちづくりの目標 

1 あんぜんあんしん のぶんや あんしんしてすこやかにくらせるまち ともにささえあおう 

ぼうさいくんれんのじっしなどしみんとともにぼうさいいしきをたかめ、ぼうさい ぼうはんせつびのじゅう

じつやこうつうあんぜんうんどうのすいしんにより、地域いったいとなってぼうさいぼうはんたいさくをきょ

うかすることがじゅうようになっています。 

また、しないのいしぶそくやいりょうせつびのじゅうじつをはじめとしたいりょうたいせいのせいび じゅう

じつやしみんのけんこうづくりをすいしんすることをめざすとともに、たようなしみんがこころからあんしん

してくらすため、ひつような人にてきせつなふくしさーびすをていきょうし、しみんがともにささえあうことで

あんしんしてすこやかにくらすことができるまちをめざします。 

2 こそだて きょういく のぶんや はぐくみまなぶげんきなまち ともにはぐくみしょうがいまなぼう 

げんざい、かくかぞくかやともばたらきせたいのぞうか、にんしん しゅっさん いくじきにしえんをひつよ

うとするかていやひとりおやかていのぞうかなどにより、こそだてをしえんするしくみのじゅうじつ、地域

ぜんたいでこどもやこそだてをあたたかくみまもりささえることがさらにじゅうようです。 

また、児童のげんしょうによるきょういくかんきょうのへんかへの対応や、たようなせだいがしょうがいを

とおしてまなびあうことができるきかいをさらにじゅうじつしていくひつようがあります。 

しょうがいがくしゅうのきかいをもうけることはしみんのいきがいやかてとなるものです。地域にねざした

とくしょくあるがっこうきょういくのじゅうじつによってがくりょくのこうじょうをはかるとともに、はばひろいせ

だいがでんとうあるれきしやぶんかにふれながらしょうがいまなぶことにより、こどももおとなもげんきに

そだちまなびつづけることができるまちをめざします。 



7 ページ 

3 さんぎょうこうりゅう のぶんや こうりゅうとかっきがうまれるまち ともにいきがいをもとう 

わかものをはじめとしたしゅうろうしゃのにーずをみたすきぎょうゆうちやさんぎょうそうしゅつのきょうか

につとめ、すべてのさんぎょうをかっせいかすることでこようのばをかくほし、あわせてほうふなかんこう

資源をいかしたこうりゅうをはかっていくことがじゅうようです。 

くだものをはじめとしたほうふなのうさくもつなどのつよみをいかし、とくしょくのある地域さんぎょうのしん

こうやてんざいするかんこう資源のこうかてきなかつようなどによってこうりゅうをかっせいかさせ、しみ

んとしにかかわるすべてのひとがいきいきとくらすことができるまちをめざします。 

 

4 としきばんせいかつかんきょう のぶんや かいてきでかんきょうとちょうわするまち ともにしぜんと

いきよう 

けいかくてきないんふらのこうしんをすすめるとともに、かんさいこくさいくうこうやおおさかへのあくせす

のよさをいかしながらさらなるこうつうのりべんせいをたかめたとしきばんのけいせいがじゅうようです。 

また、きのかわをはじめとしたうつくしくほうふなしぜんかんきょうをたいせつにし、じせだいにつないでい

くこともじゅうようです。そのために、しみんがかんきょうにたいするいしきをもってまちづくりにさんかする

しくみをこうちくし、しみんとぎょうせいがいったいとなってかいてきでかんきょうとちょうわのとれたまちづ

くりをすいしんします。 

5 地域づくりぎょうせいけいえい のぶんや けんぜんでじりつしたまち ともにさんかしよう 

しみんせいかつのたようかがすすむなか、あらたなしみんにーずやかだいにてきかくにたいおうするた

めこうかてきでこうりつてきなぎょうせいけいえいがひつようであり、ちほうぶんけんのしんてんからより

いっそうのせきにんとそういくふうがもとめられています。 

そのようななか、しみんさんかくによるまちづくりをすすめることにより、しみんとぎょうせいがいったいと

なったぎょうせいけいえいをおこなっていくことがじゅうようであることから、ぎょうせいひょうかなどをせっ

きょくてきにかつようし、じぞくかのうでけんぜんなまちをめざします。 

 



8 ページ 

しみんさんかくのとりくみ 

しみんわーるどかふぇ 

しみんのみなさまからごいけんをいただくきかいのだいいちだんとして、かふぇのようなりらっくすしたふ

んいきのなかで きのかわしのつよみ みりょく からはじまり、10ねんごのきのかわしのすがた につい

てかたりあっていただきました。しかいはきんきだいがくせいぶつりこうがくぶのがくせいおふたりがたん

とうし、とてもなごやかなふんいきではなしあいがすすみました。さんかしゃあんけーとからも たのしめ

た というかいとうが 94％であったことからも、とてもゆういぎなはなしあいとなりました。 

かいさいにってい 2016 ねん 11 がつ 27にち ばしょ きのかわしやくしょ ほんちょうしゃ 7 かいらうん

じ たいしょうしゃ こうぼ さんかにんずう 96 にん ねらい ひごろのまちづくりにかんするしみんのい

こうをはあくする、あらたなそうごうけいかくさくていにあたりしみんのえがくまちのしょうらいぞうを把握す

る 

だい 1 らうんど きのかわしってどんなまち このまちのみりょくをかきだそう 

だい 2 らうんど きのかわしのりそうのみらいぞう しょうらいどんなまちになっていてほしいか 

だい 3 らうんど きのかわしのりそうのみらいぞうじつげんのため わたしたちにできること 

ふりかえり だい 1 らうんどからだい 3 らうんどまでのふりかえり、いけんひょうめい 

 

しみんわーくしょっぷ 

だい２じきのかわしちょうきそうごうけいかくのさくていにあたり、あんけーとちょうさだけでは把握できな

い、しみんのみなさまのかんがえかたやごいけんをけいかくしょにはんえいするため、いかのにっていで

3 かいのしみんわーくしょっぷをかいさいしました。かくかいでたくさんのこうこうせいのさんかをいただき、

かっきあふれるわーくしょっぷとなりました。 

2017 ねん 3 がつ 12 にち だい１かいわーくしょっぷ きのかわしのしょうらいぞうをけんとうしました 

2017 ねん 5 がつ 28 にち だい 2 かいわーくしょっぷ いつつのせいさくもくひょうをけんとうしました 

2017 ねんくがつ 23 にち だい 3 かいわーくしょっぷ きほんせさくたんいでしみん、ちいきなどのやくわり

ぶんたんをけんとうしました 



9 ページ 

きほんけいかく 

きほんけいかくとは 

きほんけいかくは、2018 ねんどから 2022 ねんどまでの 5 ねんかんのけいかくきかんとし、15 のせさく、

よんじゅうのきほんせさくでこうせいしています。しみんのみなさまによりわかりやすく、ぐたいてきなない

ようをおつたえするため、よんじゅうのきほんせさくごとに めざすすがた せいかしひょう おもなとりくみ

ほうしん などをしめしています。 

 

ちょうきそうごうけいかくとそうごうせんりゃくとのかんけい 

ほんしでは、じんこうげんしょうをよくせいしてねんれいこうせいのばらんすをいじし、かつりょくをいじす

るじぞくかのうなまちのじつげんをめざすため、ぐたいてきなとりくみをしめした きのかわしまち ひと 

しごとそうせいそうごうせんりゃく を 2015 ねんどにさくていしました。このけいかくでは、1 ちいきしげん

をいかしたみりょくあるまち、2 みりょくあるしごと しょくばのあるまち、3 わかいせだいからえらばれる

まち、4 あんぜん あんしんでくらしつづけたいまちの 4 つのきほんもくひょうをかかげまちづくりをすす

めています。 

さいじょういけいかくであるちょうきそうごうけいかくがほんしのぜんぱんてきなせさくてんかいやきほん

てきなほうこうせいをしめすものであるのにたいし、そうごうせんりゃくは じんこうげんしょうをよくせいし

てねんれいこうせいのばらんすをいじし、かつりょくをいじするじぞくかのうなまちのじつげん にむけて、

じゅうてんてき おうだんてきにとりくむべきせさくのほうこうせいをしめしています。 

だい２じきのかわしちょうきそうごうけいかくさくていじには、この きのかわしまち ひと しごとそうせい

そうごうせんりゃく にかかげた 4 つのきほんもくひょうのたっせいをねんとうにおき、このほうしんとのせ

いごうをはかりながらけいかくさくていをすすめました。この 4 つのきほんもくひょうをせさくおうだんてき

なぷろじぇくととし、じぺーじのきほんけいかくたいけいひょうにだい 2 じきのかわしちょうきそうごうけい

かくのせさくたいけいとのかんけいをせいりしています。 
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だい 2 じきのかわしちょうきそうごうけいかくきほんけいかくたいけいひょう 

 

せいさく 1 あんぜん あんしん のぶんや 

あんしんしてすこやかにくらせるまち ともにささえあおう  

せさく 1 ぼうさい ぼうはん 

きほんせさく 

1 ちいきぼうさいりょくのこうじょう 

2 こうりつてきでこうかてきなしょうぼうたいせいのせいび 

3 さいがいにつよいまちのけいせい 

4 ぼうはん こうつうあんぜんたいさくのすいしん 

せさく 2 けんこう いりょう 

きほんせさく 

1 けんこうづくりとしっぺいよぼう 

2 ちいきいりょうたいせい いりょうさーびすのじゅうじつ 

3 いりょうほけんせいどのあんていうんえい 

せさく 3 ふくし 

きほんせさく 

1 ちいきふくしのしくみづくりとすいしん 

2 こうれいしゃへのさーびすじゅうじつとけんこうづくりのすいしん 

3 しょうがいしゃのじりつしえん 

4 せいかつにこんきゅうしているかたへのしえん 

せいさく 2 こそだて きょういく のぶんや 

はぐくみまなぶげんきなまち ともにはぐくみしょうがいまなぼう 

せさく 1 こそだてかんきょう ほいくさーびす 

きほんせさく 

1 こそだてかんきょう たいせいのせいび、しえん 

2 ほいくかんきょうのじゅうじつ 

3 ちいきのこどものけんぜんいくせいのすいしん 

せさく 2 がっこうきょういく 

きほんせさく 

1 がっこうきょういくかんきょうのじゅうじつ 

2 こどものちからをのばすきょういく 

せさく 3 しょうがいがくしゅう しょうがいすぽーつ 

きほんせさく 

1 しょうがいがくしゅうのすいしん 

2 れきししさんのほご かつよう 

3 すぽーつのしんこうとかんきょうのじゅうじつ 
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せいさく 3 さんぎょう こうりゅう のぶんや こうりゅうとかっきがうまれるまち ともにいきがいをもとう 

せさく 1 のうぎょうしんこう さんぎょうしんこう 

きほんせさく 

1 ちいきのとくせいをいかしたのうぎょうしんこう 

2 きんこうのとれたのうそんやのうちのせいび 

3 しょうこうぎょうのしんこう 

せさく 2 こよう しゅうろう 

きほんせさく 

1 しゅうろうしえんのじゅうじつとこようそうしゅつのしんこう 

せさく 3 かんこう こうりゅう 

きほんせさく 

1 かんこうしげんをはっくつ かつようしたかんこうしんこう 

2 こくさいこうりゅうとこくないこうりゅう 

せいさく４ としきばん せいかつかんきょう のぶんや 

かいてきでかんきょうとちょうわするまち ともにしぜんといきよう 

せさく 1 としきばんせいび こうきょうこうつう 

きほんせさく 

1 とちのゆうこうりようとすみよいとしかんきょうのせいび 

2 どうろやきょうりょうなどまちのきばんせいび 

3 こうきょうこうつうねっとわーくのじゅうじつ 

せさく 2 せいかつかんきょう かんきょうほぜん じゅんかんがたしゃかい 

きほんせさく 

1 かいてきなせいかつかんきょうのいじ 

2 ごみやしげんぶつのこうりつてきなしゅうしゅう しょり 

3 てきせつなせいかつはいすいたいさくのすいしん 

4 すいどうすいのあんていてきなきょうきゅう 

せさく 3 しぜんかんきょう 

きほんせさく 

1 ゆたかなしぜんかんきょうのほぜん 

せいさく 5 ちいきづくり ぎょうせいけいえい のぶんや 

けんぜんでじりつしたまち ともにさんかしよう 

せさく 1 じんけんそんちょう 

きほんせさく 

1 じんけんがそんちょうされたさべつのないしゃかいのじつげん 

せさく 2 ちいきじち コミュニティ ちいきしんこう 

きほんせさく 

1 ちいきじち ちいきコミュニティのじゅうじつ 

2 ちいきのかっせいかといじゅう ていじゅうかんきょうのじゅうじつ 

せさく 3 しみんさーびすのこうじょう ざいせいうんえい ぎょうせいけい しょくいんいくせい 

きほんせさく 

1 しせいじょうほうの はっしん と てきせいなじょうほうかんり 

2 けんぜんなざいせいうんえいのかくりつ 

3 しょうらいをみすえたぎょうせいけいえいのすいしん 

4 しょくいんのいくせいとしょくばかんきょうのじゅうじつ 
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1 あんぜん あんしん のぶんや あんしんしてすこやかにくらせるまち ともにささえあおう 

1 の 1 の 1 地域ぼうさいりょくのこうじょう （かんけいか ききかんりしょうぼうか） 

【めざすすがた】  

じじょ きょうじょ こうじょのやくわりがきのうし、しみん、地域、ぎょうせいがいったいとなったさいがいにつよいまちをめざします。 【せいか指標】 

指標名 じしゅぼうさいそしきりつ（せたいわり） 

現状ち 80 点 8％ 

目標ち 100％ 

指標名 じしゅぼうさいそしきのかつどうにさんかしているしみんのわりあい 

現状ち 18 点 9％ 

目標ち 50％ 

指標名 かぐこていをおこなっているしみんのわりあい 

現状ち 21 点 4％ 

目標ち 50％ 

指標名 みずやしょくりょうなどをびちくしているしみんのわりあい 

現状ち 38 点 3％ 

目標ち 70％ 

【おもなとりくみほうしん】  

ほうしん 1 ぼうさいいしきのけいはつ、ふきゅう 

ほうしん 2 ぼうさいしせつなどのけいかくてきなせいび 

ほうしん 3 ぎょうせいのぼうさいたいおうりょくのきょうか 

 

1 の 1 の 2 こうりつてきでこうかてきなしょうぼうたいせいのせいび （かんけいか ききかんりしょうぼうか） 

【めざすすがた】 

あんぜん すみやかにかつどうできるしょうぼうたいせいをこうちくするとともに、しみんがあんしんしてくらせるまちをめざします。  

【せいか指標】  

指標名 しょうぼうだんいんのじゅうそくりつ 

現状ち 97 点 8％ 

目標ち 100％ 

指標名 しょうぼうだんかつどうが地域のぼうさいりょくこうじょうにこうけんしているとかんじているしみんのわりあい 

現状ち 72 点 3％ 

目標ち 100％ 

指標名 しょうぼう、きゅうきゅうたいせいにたいしてまんぞくとかんじているしみんのわりあい 

現状ち 57 点 1％ 

目標ち 70％ 

【おもなとりくみほうしん】  

ほうしん 1 しょうぼう きゅうきゅう きゅうじょたいせいのじゅうじつ 

ほうしん 2 かさいよぼうたいさくのすいしん 

ほうしん 3 しょうぼうしせつ そうびのけいかくてきなせいび 

 

1 の 1 の 3 さいがいにつよいまちのけいせい （かんけいか どうろかせんか、としけいかくか、のうりんせいびか、ききかんりしょうぼうか） 

【めざすすがた】 

だいきぼしぜんさいがいにそなえたたいさくをすすめ、あんぜん あんしんなきょじゅうちがかくほされているまちをめざします。 

【せいか指標】 

指標名 さいがいたいさくにたいしてまんぞくとかんじているしみんのわりあい 

現状ち 36 点 1％ 

目標ち 50％ 

指標名 けいかいをようするためいけのかいしゅうりつ 

現状ち 25 点 2％ 

目標ち 34％ 

指標名 じゅうたくたいしんかいしゅうのほじょけんすう 

現状ち ねんかん 5 けん 

目標ち 5 ねんかんで 30 けん 

指標名 しえいじゅうたくのたいしんかりつ 

現状ち 36 点 3％ 

目標ち 75％ 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしん 1 ちすいたいさくのすいしん 

ほうしん 2 どしゃさいがいぼうしたいさくのすいしん 

ほうしん 3 のうち のうぎょうようしせつのさいがいたいさくのすいしん 

ほうしん 4 じゅうたくたいしんかのそくしん 
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1 の 1 の 4 ぼうはん こうつうあんぜんたいさくのすいしん （かんけいか ききかんりしょうぼうか、しょうこうろうどうか、どうろかせん

か） 

【めざすすがた】  

こうつうあんぜんやぼうはんにたいするいしきをたかめるとともに、あんぜんなこうつうかんきょうのせいびやぼうはんたいさくをおこな

い、こうつうじこやはんざいのおきにくいまちをめざします。 

【せいか指標】 

指標名 しないこうつうじこはっせいけんすう（じんしんじこ） 

現状ち 174 けん 

目標ち 現状ちみまん  

指標名 こうれいしゃ（65 さいいじょう）のじこはっせいけんすう 

現状ち 70 けん 

目標ち 現状ちみまん 

指標名 はんざいりつ 

現状ち 6 点なな 3 ぱーみる 

目標ち 現状ちみまん 

指標名 じちかいのぼうはんかめらせっちすう 

現状ち 1 けん 

目標ち 10 けん  

【おもなとりくみほうしん】  

ほうしん 1 こうつうあんぜんいしきのこうじょうすいしん  

ほうしん 2 こうつうあんぜんしせつのせいび  

ほうしん 3 ほうちじてんしゃたいさくのすいしん  

ほうしん 4 地域ぼうはんたいさくのすいしん  

ほうしん 5 しょうひしゃのあんぜんたいさくのすいしん  

 

1 の 2 の 1 けんこうづくりとしっぺいよぼう （かんけいか けんこうすいしんか、こくほねんきんか） 

【めざすすがた】  

しみんがけんこうなせいかつしゅうかんやこころのけんこうにりかいをふかめ、じぶんにあったこうかてきなけんこうづくりにたのしくとり

くめるまちをめざします。  

【せいか指標】 

指標名 けんこうじゅみょう 

現状ち おとこ 78 点 4 よん さい おんな 83 点 2 はち さい 

目標ち 現状ちいじょう  

指標名 かくしゅがんけんしんじゅしんりつ 

現状ち い 15 点 2％ だいちょう 19％ はい 15 点 9％ ちぶさ 21 点 7％ しきゅう 12 点 3％ 

目標ち い 16％ だいちょう 25％ はい 17％ ちぶさ 30％ しきゅう 15％  

指標名 とくていけんしんじゅしんりつ 

現状ち 35 点 4％ 

目標ち 41％ 

指標名 けんこうづくりにいしきてきにとりくんでいるしみんのわりあい 

現状ち 59 点 4％ 

目標ち 65％ 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしん 1 ただしいせいかつしゅうかんのていちゃくをはかるとりくみのじゅうじつ 

ほうしん 2 しっぺいよぼう、じゅうしょうかよぼうたいさくのじゅうじつ 

ほうしん 3 とくていけんしん とくていほけんしどうのじゅうじつ 
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1 の 2 の 2 地域いりょうたいせい いりょうさーびすのじゅうじつ（かんけいか けんこうすいしんか、こくほねんきんか） 

【めざすすがた】  

しみんのだれもがひつようなときにあんしんしてしつのたかいいりょうさーびすをうけることができるまちをめざします。 

【せいか指標】 

指標名 かかりつけいをもっているひとのわりあい 

現状ち 64 点 7％ 

目標ち 75％  

指標名 地域いりょうにまんぞくしているとかんじているしみんのわりあい 

現状ち 50 点 3％ 

目標ち 現状ちいじょう  

指標名 きゅうきゅういりょうをいつでもうけられるとかんじているしみんのわりあい 

現状ち 60 点 1％ 

目標ち 現状ちいじょう  

指標名 ともぶちしんりょうじょのねんかんのべじゅしんしゃすう 

現状ち 2,731 にん 

目標ち 現状ちいじょう 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしん 1 地域いりょうたいせいのじゅうじつ 

ほうしん 2 きゅうきゅういりょうたいせいのじゅうじつ 

ほうしん 3 ふくしいりょうひじょせいのじっし 

ほうしん 4 ともぶちしんりょうじょのあんていてきうんえい 

 

1 の 2 の 3 いりょうほけんせいどのあんていうんえい （かんけいか こくほねんきんか） 

【めざすすがた】 

こくみんけんこうほけんせいどとこうきこうれいしゃいりょうせいどをあんていてきにうんえいすることで、だれもがあんしんしていりょうをうけることができるまちを

めざします。 

【せいか指標】 

指標名 こくみんけんこうほけんひほけんしゃひとりあたりのいりょうひ 

現状ち 363,818 えん 

目標ち 415,000 えん  

指標名 こくみんけんこうほけんぜいしゅうのうりつ（げんねんぶん） 

現状ち 95 点 2％ 

目標ち 96％  

指標名 こうきこうれいしゃいりょうひほけんしゃひとりあたりのいりょうひ 

現状ち 974,787 えん 

目標ち 1,005,000 えん  

指標名 こうきこうれいしゃいりょうほけんりょうしゅうのうりつ（げんねんぶん） 

現状ち 99 点 6％ 

目標ち 99 点 8％ 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしん 1 こくみんけんこうほけんせいどのあんていてきうんえい 

ほうしん 2 こうきこうれいしゃいりょうせいどのあんていてきうんえい 

 

1 の 3 の 1 地域ふくしのしくみづくりとすいしん （かんけいか しゃかいふくしか） 

【めざすすがた】 

地域がかかえるかだいを、みんなでかいけつできるしくみをつくり、あんしんしてくらせるまちをめざします。 

【せいか指標】 

指標名 みんせいいいんじどういいんひとりあたりのへいきんねんかんかつどうにっすう 

現状ち 131 にち 

目標ち 140 にち  

指標名 ふくしぼらんてぃあのとうろくにんずう 

現状ち 854 にん 

目標ち 860 にん  

指標名 ぼらんてぃあかつどうにさんかしているしみんのわりあい 

現状ち 19 点 9％ 

目標ち 30％ 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしん 1 地域におけるつながり、こうりゅうのすいしん  

ほうしん 2 地域ふくしをにない、ささえるじんざいのいくせい  

ほうしん 3 そうだんしえんたいせいのせいびとじゅうじつ 
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1 の 3 の 2 こうれいしゃへのさーびすじゅうじつとけんこうづくりのすいしん （かんけいか こうれいかいごか、ねんりんぴっくすいしんか、地域ほうかつしえんせ

んたー） 

【めざすすがた】 

こうれいしゃがすみなれた地域でいきがいをもってくらすことができるまちをめざします。 

【せいか指標】 

指標名 きのかわてくてくたいそうのかつどうきょてんすう 

現状ち 40 きょてん 

目標ち 75 きょてん  

指標名 地域じしゅうんどうさーくるのかつどうきょてんすう 

現状ち 22 きょてん 

目標ち 30 きょてん  

指標名 にんちしょうさぽーたーすう 

現状ち 1,328 にん 

目標ち 2,330 にん 

指標名 かいごにんていをうけているひとのわりあい 

現状ち 23 点 3％ 

目標ち 現状ちみまん 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしん 1 こうれいしゃのいきがいづくりとしゃかいさんかのすいしん 

ほうしん 2 こうれいしゃのじりつしえん 

ほうしん 3 かいごほけんさーびすのてきせつなうんえいとじゅうじつ 

ほうしん 4 かいごよぼうとけんこうづくりのすいしん 

ほうしん 5 地域ほうかつけあしすてむのこうちく 

ほうしん 6 にんちしょうたいさくのじゅうじつ 

 

1 の 3 の 3 しょうがいしゃのじりつしえん （かんけいか しょうがいふくしか） 

【めざすすがた】 

しょうがいがあってもすみなれた地域でこころゆたかにくらせるまちをめざします。 

【せいか指標】 

指標名 せいねんこうけんせいどりようしゃすう  

現状ち 64 にん 

目標ち 80 にん 

指標名 しょうがいふくしさーびすしきゅうけっていしゃすう 

現状ち 508 にん 

目標ち 610 にん 

指標名 しゅうろういこうしえんじぎょうのりようしゃすう 

現状ち 23 にん 

目標ち 28 にん 

指標名 ぐるーぷほーむのていいんすう 

現状ち 42 にん 

目標ち 50 にん 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしん 1 りかいとささえあうたいせいづくり 

ほうしん 2 地域でじりつしたせいかつをおくるためのしえん 

ほうしん 3 しょうがいしゃのしゅうろうしえん 

ほうしん 4 あんぜん あんしんがかくほされるたいせいのせいび 

 

1 の 3 の 4 せいかつにこんきゅうしているかたへのしえん （かんけいか しゃかいふくしか） 

【めざすすがた】 

せいかつにこんきゅうしたときに、ひつようなしえんをてきせつにうけることができ、じりつしたせいかつをおくることができるまちをめざします。 

【せいか指標】 

指標名 せいかつほごりつ 

現状ち 5 点 4 ぱーみる 

目標ち 6 点いち 5 ぱーみる 

指標名 せいかつこんきゅうしゃそうだんけんすう  

現状ち 17 けん 

目標ち 40 けん 

指標名 じりつせたいけんすう 

現状ち 3 けん 

目標ち 10 けん 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしん 1 せいかつこんきゅうしゃじりつのすいしん 
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2 こそだてきょういく のぶんや はぐくみまなぶげんきなまち ともにはぐくみしょうがいまなぼう 

2 の 1 の 1 こそだてかんきょう たいせいのせいび、しえん （かんけいか こどもか） 

【めざすすがた】 

わかいせだいがきぼうをもってけっこん しゅっさん こそだてができるまちをめざします。 

【せいか指標】 

指標名 にんさんぷのそうだんけんすう 

現状ち 407 けん 

目標ち 500 けん 

指標名 地域こそだてしえんきょてんりようしゃすう 

現状ち 12,124 にん 

目標ち 13,500 にん 

指標名 ふぁみりーさぽーとせんたーりようしゃすう 

現状ち 494 にん 

目標ち 600 にん 

指標名 こそだてにふあんをかんじているかていのわりあい 

現状ち 13 点 8％ 

目標ち 現状ちみまん 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしん 1 にんしんきからこそだてきにわたるきれめのないしえんきのうのきょうか 

ほうしん 2 地域のれんけいによるこそだてしえんたいせいのじゅうじつ 

ほうしん 3 こそだてしえんさーびすのじゅうじつ 

ほうしん 4 こそだてせたいへのけいざいてきふたんのけいげん 

 

2 の 1 の 2 ほいくかんきょうのじゅうじつ （かんけいか こどもか） 

【めざすすがた】 

ほごしゃがしごととこそだてのりょうりつをじつげんできるよう、ほいくしせつやほいくさーびすがじゅうじつし、こそだてしやすく、こどもたちもほいくしょなどでいき

いきとすごしているまちをめざします。 

【せいか指標】 

指標名 ほいくしょたいきじどうすう 

現状ち 0 にん 

目標ち 0 にん 

指標名 ていねんれいじうけいれわりあい 

現状ち 28 点 6％ 

目標ち 35％ 

指標名 びょうじほいくしせつすう 

現状ち 0 かしょ 

目標ち 1 かしょ 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしん 1 ほいくさーびすのじゅうじつ 

ほうしん 2 ほいくしせつのせいび、じゅうじつ 

 

2 の 1 の 3 地域のこどものけんぜんいくせいのすいしん （かんけいか しょうがいがくしゅうか、きょういくそうむか、こどもか） 

【めざすすがた】 

地域しゃかいぜんたいでせいしょうねんをみまもりそだてるといういしきをもち、せいしょうねんがあんぜん あんしん すこやかにすごせるまちをめざします。 

【せいか指標】 

指標名 ぼうはんぱとろーるねんかんじっしかいすう 

現状ち 313 かい 

目標ち 320 かい 

指標名 せいしょうねんいくせいしみんかいぎかめいだんたいすう 

現状ち 90 だんたい  

目標ち 95 だんたい 

指標名 ちょうしょくをまいにちたべているこどものわりあい 

現状ち しょうろく 94％ ちゅうさん 92 点 6％ 

目標ち 100％ 

指標名 せいしょうねんのけんぜんいくせいのとりくみにまんぞくしているしみんのわりあい 

現状ち 33 点 2％ 

目標ち 現状ちいじょう 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしん 1 こどものあんぜんかくほとかんきょうのせいび 

ほうしん 2 地域とのこうりゅう かつどうのすいしん 

ほうしん 3 かていきょういくのすいしん 
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2 の 2 の 1 がっこうきょういくかんきょうのじゅうじつ （かんけいか きょういくそうむか） 

【めざすすがた】 

あんぜん あんしんでかいてきなきょういくかんきょうがととのっているまちをめざします。 

【せいか指標】 

指標名 がっこうにいくのはたのしい とおもうじどうせいとのわりあい 

現状ち じどう 92％ せいと 88 点 9％ 

目標ち じどう 94％ せいと 91％ 

指標名 ふとうこうじどうせいとのしゅつげんりつ （しょうがっこう ちゅうがっこうでのせんにんあたりのふとうこうじどうせいとすう） 

現状ち 13 点 7 にん 

目標ち 8 にん 

指標名 けいざいてきりゆうによるちょうきけっせきじどうせいとのわりあい （しょうがっこう ちゅうがっこうでのせんにんあたりのけいざいてきりゆうによるちょう

きけっせきじどうせいとすう） 

現状ち 0 にん 

目標ち 0 にん 

指標名 しょう ちゅうがっこうのといれようしきかりつ 

現状ち 32 点 4％ 

目標ち 45％ 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしん 1 きょういくそうだんのじゅうじつ 

ほうしん 2 とくべつしえんきょういくのじゅうじつ 

ほうしん 3 あんぜん あんしんでかいてきなきょういくかんきょうのじゅうじつ 

ほうしん 4 がっこうきゅうしょくのじゅうじつ 

ほうしん 5 きょういくのきかいきんとうのかくほ 

 

2 の 2 の 2 こどものちからをのばすきょういく （かんけいか きょういくそうむか） 

【めざすすがた】 

とくしょくあるまなびのきかいをとおして、じどうせいとが「たしかながくりょく」「ゆたかなこころ」「たくましいからだ」をみにつけることができるまちをめざします。 

【せいか指標】 

指標名 ぜんこくがくりょく がくしゅうじょうきょうちょうさ（しょう 6、ちゅう 3）のすべてのきょうかのぜんこくへいきんせいとうりつとのさ 

現状ち しょうろく 1 点 2％ ちゅうさんマイナス 8 点 3％ 

目標ち しょうろく 2％ ちゅうさん 0％  

指標名 「こくご さんすうのがくしゅうないようをりかいしている」とおもうじどうのわりあい 

現状ち こくご 85％ さんすう 85 点 4％ 

目標ち こくご 88％ さんすう 88％  

指標名 「こくご すうがくのがくしゅうないようをりかいしている」とおもうせいとのわりあい 

現状ち こくご 82％ すうがく 84 点 6％ 

目標ち こくご 85％ すうがく 87％ 

指標名 ぜんこくたいりょく うんどうのうりょくとうちょうさ（じどうせいと）のそうごうひょうか（だんかいべつ）のわりあいのさ 

現状ち じどう 18 点 9％ せいと 22 点 7％ 

目標ち じどう 19％ せいと 23％ 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしん 1 たしかながくりょくのこうじょう 

ほうしん 2 ゆたかなこころとたくましいからだのいくせい 

ほうしん 3 きょうしょくいんのちしき ぎのうのこうじょう 

ほうしん 4 ようじききょういくのしえん 
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2 の 3 の 1 しょうがいがくしゅうのすいしん （かんけいか しょうがいがくしゅうか） 

【めざすすがた】 

いつでもどこでもみずからのいしとせんたくにより、まなびたいときにまなぶことができ、ひととひととのつながりのなかでがくしゅうをふかめられるまち

をめざします。 

【せいか指標】 

指標名 しみんひとりあたりのねんかんとしょかしだしさつすう 

現状ち 4 点 5 さつ 

目標ち 5 さつ 

指標名 としょかんぞうしょさつすう 

現状ち 151,821 さつ 

目標ち 200,000 さつ 

指標名 しょうがいがくしゅうにとりくむかんきょうがせいびされているとかんじているしみんのわりあい 

現状ち 44 点 5％ 

目標ち 60％ 

指標名 じしゅてきながくしゅうにとりくんでいるしみんのわりあい 

現状ち 24 点 1％ 

目標ち 30％ 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしん 1 しょうがいがくしゅうきかいのていきょう 

ほうしん 2 しょうがいがくしゅうしせつのせいびじゅうじつ 

ほうしん 3 としょかんのじゅうじつ 

 

2 の 3 の 2 れきししさんのほご かつよう （かんけいか しょうがいがくしゅうか） 

【めざすすがた】 

しないのれきしとぶんかがてきせつにまもられ、きちょうなしげんとしてかつようされているまちをめざします。 

【せいか指標】 

指標名 ぶんかざいしせつ 事業へのにゅうかん さんかしゃすう 

現状ち 9,056 にん 

目標ち 10,000 にん 

指標名 れきし ぶんかざいにきょうみのあるしみんのわりあい 

現状ち 49 点 9％ 

目標ち 現状ちいじょう 

指標名 し していぶんかざいのかず 

現状ち 107 件 

目標ち 110 件 

指標名 ぶんかざいさぽーたーかいいんすう 

現状ち 39 にん  

目標ち 40 にん 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしん 1 れきしぶんかのほご けいしょう 

ほうしん 2 ぶんかざいのかつよう 

 

2 の 3 の 3 すぽーつのしんこうとかんきょうのじゅうじつ （かんけいか しょうがいすぽーつか） 

【めざすすがた】 

しょうがいをとおしてすべてのしみんのくらしのなかにすぽーつがていちゃくし、けんこうでしんしんともにげんきにくらすことができるまちをめざしま

す。 

【せいか指標】 

指標名 すぽーつをしゅう１にちいじょうおこなっているしみん（18 歳いじょう）のわりあい 

現状ち 34 点 5％ 

目標ち 65％ 

指標名 「しのすぽーつきょうしつのめにゅーやすぽーついべんとはじゅうじつしている」とおもっているひとのわりあい  

現状ち 22 点 2％ 

目標ち 35％ 

指標名 すぽーつしせつのりようしゃすう 

現状ち 399,894 にん 

目標ち 430,000 にん 

指標名 すぽーついべんとへのさんかしゃすう 

現状ち 2,950 にん 

目標ち 3,200 にん 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしん 1 しょうがいをつうじたすぽーつかつどうのすいしん 

ほうしん 2 すぽーつしせつのじゅうじつとてきせつなかんり 
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3 さんぎょう こうりゅう のぶんや こうりゅうとかっきがうまれるまち ともにいきがいをもとう 

3 の 1 の 1 地域のとくせいをいかしたのうぎょうしんこう （かんけいか のうりんしんこうか） 

【めざすすがた】 

ほんしのとくせいをいかし、あんぜんあんしんなのうさんぶつがせいさんされ、あんていした農業しょとくがかくほされることで、地域農業がかっせいかし、農業し

ゃがげんきなまちをめざします。 

【せいか指標】 

指標名 のうぎょうさんしゅつがく 

現状ち 17,290,000,000 えん 

目標ち 18,900,000,000 えん 

指標名 にんていのうぎょうしゃすう 

現状ち 329 にん 

目標ち 350 にん 

指標名 しんきしゅうのうしゃすう 

現状ち ねんかん 24 にん 

目標ち 5 ねんかんで 125 にん 

指標名 りようけんせっていりつ 

現状ち 4 点 7 きゅう％ 

目標ち 5 点 7 きゅう％ 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしん 1 地域のみりょくをいかすのうぎょうしんこうたいさく 

ほうしん 2 農業けいえいのあんていときょうか 

ほうしん 3 農業のにないていくせいとしえん 

3 の 1 の 2 きんこうのとれたのうそんやのうちのせいび （かんけいか のうりんせいびか） 

【めざすすがた】 

地域がいったいとなってのうそんやのうちのきばんせいびにとりくむことで、せいさんせいがこうじょうし、けんぜんで安定した農業けいえいができるまちをめざし

ます。 

【せいか指標】 

指標名 ほじょうせいびかしょすう 

現状ち 4 かしょ 

目標ち 6 かしょ 

指標名 ためんてききのうしはらいかつどうそしきすう 

現状ち 52 そしき 

目標ち 55 そしき 

指標名 ちゅうさんかん地域とうちょくせつしはらいせいどしゅうらくきょうていすう  

現状ち 47 件 

目標ち 47 件 

指標名 こうちめんせき 

現状ち 4,770 へくたーる 

目標ち 4,505 へくたーる 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしん 1 ほじょうせいびのすいしん 

ほうしん 2 のうち のうぎょうしせつなどのほぜんせいびのすいしん 

ほうしん 3 地域いったいとなったのうちのためんてきりようのそくしん 

3 の 1 の 3 しょうこうぎょうのしんこう （かんけいか しょうこうろうどうか） 

【めざすすがた】 

ひびのくらしにふかけつなかいものがみぢかでできるしょうてんがあり、べんりで、かっきにあふれるまち、地域しげんをかつようしたさんぎょうのかっせいかがは

かられているまちをめざします。 

【せいか指標】 

指標名 しょうぎょうかんけいじぎょうしょすう 

現状ち 618 じぎょうしょ 

目標ち 620 じぎょうしょ 

指標名 しょうこうかいかいいんすう 

現状ち 1,229 にん 

目標ち 1,250 にん 

指標名 おもにしないでかいものをするしみんのわりあい 

現状ち 63 点 9％ 

目標ち 65％ 

指標名 せいぞうひんしゅっかがく 

現状ち 118,500,000,000 えん 

目標ち 130,000,000,000 えん 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしん 1 きそんしょうてんのかっせいかのすいしん 

ほうしん 2 ちゅうしょうきぎょうのかっせいかのすいしん 

ほうしん 3 地域しげんをかつようしたさんぎょうかっせいかのすいしん 
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3 の 2 の 1 しゅうろうしえんのじゅうじつとこようそうしゅつのしんこう （かんけいか しょうこうろうどうか） 

【めざすすがた】 

こようのばのそうしゅつ かくほとこようかんきょうのじゅうじつをはかり、はたらくいよくのあるひとがあんしんしてはたらくことができるまちをめざします。 

【せいか指標】 

指標名 きぎょうりっちけんすう 

現状ち 8 件 

目標ち 14 件 

指標名 そうぎょうしえんしきんきゅうふけんすう 

現状ち なし 

目標ち 3 件 

指標名 地域しょくぎょうそうだんしつねんかんこようけいやくせいりつすう 

現状ち 388 件 

目標ち 450 件 

指標名 ごうどうきぎょうせつめいかいにおけるさんかきぎょうとのめんだんしゃすう 

現状ち 129 にん 

目標ち 200 にん 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしん 1 きぎょうゆうちのそくしん 

ほうしん 2 そうぎょうのしえん 

ほうしん 3 しゅうろうへのしえん 

ほうしん 4 こよう しょくばかんきょうのじゅうじつ 

 

3 の 3 の 1 かんこうしげんをはっくつ・かつようしたかんこうしんこう （かんけいか かんこうしんこうか） 

【めざすすがた】 

しないがかんこうこうりゅうきゃくでにぎわい、しみんどうしや地域がいのひとびととこうりゅうをたのしめるいきいきとしたまちをめざします。 

【せいか指標】 

指標名 ねんかんかんこうきゃくすう 

現状ち 181 まんにん 

目標ち 220 まんにん 

指標名 ねんかんがいこくじんかんこうきゃくすう 

現状ち 10 まんにん 

目標ち 15 まんにん 

指標名 たいけんこうりゅうじんこう 

現状ち 4,290 にん 

目標ち 9,300 にん 

指標名 かんこうふぁんくらぶかいいんすう 

現状ち 1,363 にん 

目標ち 2,500 にん 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしん 1 ゆうきゃく かんこうぴーあーるのそくしん 

ほうしん 2 かんこうきばん うけいれたいせいのせいび 

ほうしん 3 でぃーえむおーのすいしん 

 

3 の 3 の 2 こくさいこうりゅうとこくないこうりゅう （かんけいか 地域そうせいか） 

【めざすすがた】こくないがいのとしとのこうりゅうをつうじて、ぶんかやれきしなどをまなぶとともに、しみんがきがるにさんかでき、こうりゅうがかっぱつにおこな

われているまちをめざします。 

【せいか指標】 

指標名 しまいとし（だいかんみんこくそぎぽし）、ゆうこうとし（ちゅうかじんみんきょうわこくひんしゅうし）のいずれかをしっているしみんのわりあい 

現状ち 18 点 9％ 

目標ち 35％ 

指標名 しまいとし ゆうこうとしとのこうりゅうじぎょうかいすう 

現状ち 5 かい 

目標ち 6 かい 

指標名 しまいとし ゆうこうとしからのらいほうしゃすう  

現状ち 33 にん 

目標ち 50 にん 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしん 1 こくさいこうりゅうのすいしん 

ほうしん 2 たぶんかきょうせいへのすいしん 

ほうしん 3 こくないこうりゅうのすいしん 
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4 としきばん せいかつかんきょう のぶんや かいてきでかんきょうとちょうわするまち ともにしぜんといきよう 

4 の 1 の 1 とちのゆうこうりようとすみよいとしかんきょうのせいび （かんけいか としけいかくか、ちせきちょうさか、きかくけいえいか） 

【めざすすがた】 

地域のとくせいにおうじた計画てきなとちりようととしきばんのせいびがおこなわれ、しみんのりべんせい あんぜんせいがかくほされたくらしやすいまちをめざし

ます。 

【せいか指標】 

指標名 しみんひとりあたりのとしこうえんめんせき 

現状ち 8 点 4 へいほうめーとる 

目標ち 10 へいほうめーとる 

指標名 ちせきちょうさのしんちょくりつ 

現状ち 76 点 5％ 

目標ち 100％ 

指標名 じゅうたくやこうえんなどのとしかんきょうにまんぞくしているしみんのわりあい 

現状ち 23 点 6％ 

目標ち 35％ 

指標名 すみよいとかんじているしみんのわりあい 

現状ち 80 点 8％ 

目標ち 現状ちいじょう 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしん 1 けいかくてきなとちりようのそくしん 

ほうしん 2 りょうこうなきょじゅうかんきょうのけいせい 

ほうしん 3 ちせきちょうさのちゃくじつなすいしん 

ほうしん 4 けいかくてきなとしきばんせいびのすいしん 

ほうしん 5 しえいじゅうたくのてきせいかんり 

 

4 の 1 の 2 どうろやきょうりょうなどまちのきばんせいび （かんけいか どうろかせんか） 

【めざすすがた】 

どうろやきょうりょうのてきせいないじかんりにより、あんぜんせい きのうせいがたかまり、しみんがかいてきであんぜんにりようできるまちをめざします。 

【せいか指標】 

指標名 ｢せいかつどうろがあんしんしてつうこうできる｣とおもうしみんのわりあい 

現状ち 30 点 8％ 

目標ち 50％ 

指標名 ちょうじゅみょうか対策ずみきょうりょうのわりあい 

現状ち 35％ 

目標ち 80％ 

指標名 どうろ きょうりょういじかんりじょうのじこけんすう 

現状ち 2 件 

目標ち 0 件 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしん 1 きょうりょうのてきせいないじかんり 

ほうしん 2 しどうのせいび じゅうじつ 

ほうしん 3 こうそくどうろ、くに けんどうのせいびそくしん 

 

4 の 1 の 3 こうきょうこうつうねっとわーくのじゅうじつ （かんけいか 地域そうせいか） 

【めざすすがた】 

てつどうやバスなどのこうきょうこうつうをゆうきてきにむすびつけることで、しみんがりようしやすいこうきょうこうつうねっとわーくがこうちく いじされているまちを

めざします。 

【せいか指標】 

指標名 こうきょうこうつうにまんぞくしているしみんのわりあい 

現状ち 24 点 9％ 

目標ち 30％ 

指標名 地域じゅんかいばすのねんかんりようしゃすう 

現状ち 39,891 にん 

目標ち 41,000 にん 

指標名 きのかわコミュニティばすのねんかんりようしゃすう 

現状ち 33,473 にん 

目標ち 34,000 にん 

指標名 こかわくまとりせんのねんかんりようしゃすう 

現状ち 68,968 にん 

目標ち 70,000 にん 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしん 1 こうきょうこうつうのいじ かくほ じゅうじつ 

ほうしん 2 こうきょうこうつうのりようそくしん けいはつ 
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4 の 2 の 1 かいてきなせいかつかんきょうのいじ （かんけいか せいかつかんきょうか） 

【めざすすがた】 

かんきょうにはいりょしたくらしやじぎょうかつどうにより、かいてきでりょうこうなせいかつかんきょうがいじされているまちをめざします。 

【せいか指標】 

指標名 きょうけんびょうよぼうちゅうしゃのせっしゅりつ 

現状ち 58％ 

目標ち 70％ 

指標名 こうがいくじょうけんすう 

現状ち 80 件 

目標ち 60 件 

指標名 あきちかんりしどうにたいするたいしょりつ 

現状ち 82％ 

目標ち 90％ 

指標名 しのせいかつかんきょうのいじ ほぜんにかんするとりくみにたいしてまんぞくとかんじているしみんのわりあい 

現状ち 31 点 3％ 

目標ち 40％ 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしんいち かんきょうほぜんのすいしん 

ほうしん 2 うつくしいまちづくりのすいしん 

ほうしん 3 せいかつえいせいのこうじょう 

ほうしん 4 ちきゅうおんだんかたいさくのすいしん 

 

4 の 2 の 2 ごみやしげんぶつのこうりつてきなしゅうしゅう しょり （かんけいか せいかつかんきょうか） 

【めざすすがた】 

ごみのはいしゅつりょうがげんしょうし、しげんがじゅんかんしてりようされているかんきょうにやさしいまちをめざします。 

【せいか指標】 

指標名 ひとりいちにちあたりのごみはいしゅつりょう 

現状ち 650 ぐらむ 

目標ち 624 ぐらむ 

指標名 ごみしげんかりつ 

現状ち 11％ 

目標ち 13％ 

指標名 ごみしょり しげんかたいさくをまんぞくとかんじているしみんのわりあい 

現状ち 45 点 3％ 

目標ち 50％ 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしん 1 ごみのげんりょうか しげんかのそくしん 

ほうしん 2 よりこうりつてきなごみしゅうしゅうたいせいのこうちく 

ほうしん 3 ごみのてきせいしょりのすいしん 

 

4 の 2 の 3 てきせつなせいかつ派いすいたいさくのすいしん （かんけいか せいかつかんきょうか、げすいどうか） 

【めざすすがた】 

てきせつなせいかつはいすいたいさくをおこない、りょうこうなかせんかんきょうとかいてきでえいせいてきなせいかつかんきょうがほぜんされているまちをめざし

ます。 

【せいか指標】 

指標名 せいびずみめんせき 

現状ち 232 へくたーる 

目標ち 310 へくたーる 

指標名 こうきょうげすいどうせつぞくりつ 

現状ち 44 点 5％ 

目標ち 85％ 

指標名 おすいしょりじんこうふきゅうりつ（すいせんかりつ） 

現状ち 60 点 8％ 

目標ち 70％ 

指標名 せいかつはいすいしょりたいさくにたいしてまんぞくとかんじているしみんのわりあい 

現状ち 29 点 5％ 

目標ち 40％ 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしん 1 げすいどうのけいかくてきなせいびとしせつのてきせいかんり 

ほうしん 2 じょうかそうのふきゅうそくしんとしにょうのてきせいしょり 
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4 の 2 の 4 すいどうすいのあんていてきなきょうきゅう （かんけいか すいどうそうむか、すいどうこうむ

か） 

【めざすすがた】 

けんぜんなじぎょううんえいにより、しみんだれもがあんていてきにあんぜんなすいどうすいをしようでき

るまちをめざします。 

【せいか指標】 

指標名 はいすいちたいしんかりつ 

現状ち 25 点 7％ 

目標ち 40％ 

指標名 ゆうしゅうりつ 

現状ち 82 点 5％ 

目標ち 85％ 

指標名 きぎょうさいざんだかたいきゅうすいしゅうえきひりつ 

現状ち 716 点 8％ 

目標ち 559％ 

指標名 すいどうのあんていきょうきゅうにたいしてまんぞくとかんじているしみんのわりあい 

現状ち 71％ 

目標ち 80％ 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしん 1 ろうきゅうかしせつのけいかくてきなこうしん 

ほうしん 2 じゅうようしせつのたいしんかのすいしん 

ほうしん 3 すいどうじぎょうのあんていけいえい 

 

4 の 3 の 1 ゆたかなしぜんかんきょうのほぜん （かんけいか せいかつかんきょうか、のうりんしんこう

か、のうりんせいびか、どうろかせんか） 

【めざすすがた】 

きよらかなかせんやみどりゆたかなしんりんのほぜん、どうしょくぶつのせいたいけいのほごにつとめ、

りょうこうなしぜんかんきょうがたもたれたまちをめざします。 

【せいか指標】 

指標名 ゆたかなしぜんがのこっているとかんじているしみんのわりあい 

現状ち 84 点 1％ 

目標ち 現状ちいじょう 

指標名 じんこうりんのかんばつじっしりつ 

現状ち 34％ 

目標ち 45％ 

指標名 しゅりょうめんきょほゆうしゃすう 

現状ち 240 にん 

目標ち 270 にん 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしん 1 しぜんかんきょうほぜんにつながるきょういく けいはつのすいしん 

ほうしん 2 しぜんかんきょうのほぜん せいびのすいしん 

ほうしん 3 しぜんとのふれあいのばのそうしゅつ 
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5 地域づくりぎょうせいけいえい のぶんや けんぜんでじりつしたまち ともにさんかしよう 

5 の 1 の 1 じんけんがそんちょうされたさべつのないしゃかいのじつげん （関係課 じんけんせさくすいしんか、きょういくそうむか、しょうがいがくしゅうか） 

【めざすすがた】 

すべてのひとのじんけんがそんちょうされたさべつのないまちをめざします。 

【せいか指標】 

指標名 じんけんえいがかいこうえんかいさんかのべにんずう 

現状ち 729 にん 

目標ち 800 にん 

指標名 じんけんせさくのとりくみに対して まんぞくとかんじているしみんのわりあい 

現状ち 37 点 1％ 

目標ち 50％ 

指標名 いじめはどんなことがあってもいけないとかんがえる児童生徒のわりあい 

現状ち しょう 6、97 点 3％ ちゅう 3、94 点 5％ 

目標ち 100％ 

指標名 じょせいはかていをまもるべきとかんがえるしみんのわりあい 

現状ち 23 点 9％ 

目標ち 12％ 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしん 1 じんけんけい派つとそうだんたいせいのじゅうじつ 

ほうしん 2 じんけんきょういくのすいしん 

ほうしん 3 だんじょきょうどうさんかくしゃかいのすいしん 

5 の 2 の 1 地域じち 地域ｺﾐｭﾆﾃｨのじゅうじつ （関係課 地域そうせいか、そうむか） 

【めざすすがた】 

ひととひととのきずなをつよめ、地域がげんきですみよいまちをめざします。 

【せいか指標】 

指標名 じちかいかにゅうりつ 

現状ち 76 点 4％ 

目標ち 80％ 

指標名 じちかいやｺﾐｭﾆﾃｨかつどうにさんかしたしみんのわりあい 

現状ち 51 点 3％ 

目標ち 60％ 

指標名 はないっぱいうんどうへのさんかだんたいすう 

現状ち 31 だんたい 

目標ち 35 だんたい 

指標名 地域ｺﾐｭﾆﾃｨのかっせいかにたいしてまんぞくとかんじているしみんのわりあい 

現状ち 32 点 1％ 

目標ち 40％ 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしん 1 じちかいのかっせいかしえん 

ほうしん 2 地域ｺﾐｭﾆﾃｨかつどうのすいしんかっせいか 

5 の 2 の 2 地域のかっせいかといじゅうていじゅうかんきょうのじゅうじつ （関係課 地域そうせいか） 

【めざすすがた】 

かつりょくある地域をじつげんし、いきいきとくらしつづけることができるまちをめざします。 

【せいか指標】 

指標名 きんきだいがくとのれんけいじぎょうすう 

現状ち 18 件 

目標ち 100 件 

指標名 わかやまあきやばんくへのとうろくぶっけんすう 

現状ち 4 件 

目標ち 40 件 

指標名 ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟまどぐちをかつようしたいじゅうそうだんけんすう 

現状ち なし 

目標ち 150 件 

指標名 ふるさとのうぜいによるきふけんすう 

現状ち 3,731 件 

目標ち 4,000 件 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしん 1 だいがくとのれんけいすいしん 

ほうしん 2 いじゅうていじゅうしえんさくのじゅうじつ 

ほうしん 3 であいのばのそうしゅつしえん ほうしん 4 ふるさとのうぜいのすいしん 
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5 の 3 の 1 しせいじょうほうのはっしんとてきせいなじょうほうかんり （かんけいか ひしょこうほうか、ちいきそうせいか、そうむか） 

【めざすすがた】 

しのせさくやいべんとなどにかんするじょうほうをたようなじょうほうはっしんつーるのかつようによりひろくしないがいにていきょうし、ひつようなじょう

ほうをひつようなときににゅうしゅできるまちをめざします。 

【せいか指標】 

指標名 ほーむぺーじへのねんかんあくせすすう 

現状ち 569,067 件 

目標ち 600,000 件 

指標名 ぎょうせいのこうほうかつどうがじゅうじつしているとかんじているしみんのわりあい 

現状ち 33 点 2％ 

目標ち 50％ 

指標名 しみんのいけん ようぼうがしせいにはんえいされているとかんじているしみんのわりあい 

現状ち 22 点 9％ 

目標ち 50％ 

指標名 ちいきぶらんどちょうさによるみりょくどじゅんい 

現状ち 652 い 

目標ち 200 いいない 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしん 1 こうほうかつどうのじゅうじつ 

ほうしん 2 してぃぷろもーしょんのすいしん 

ほうしん 3 こうちょうかつどうのじゅうじつ 

ほうしん 4 じょうほうこうかいのすいしんとこじんじょうほうのてきせいなかんり 

 

5 の 3 の 2 けんぜんなざいせいうんえいのかくりつ （かんけいか ざいむか、ぜいむか、しゅうのうたいさくか、かいけいか） 

【めざすすがた】 

じぞくかのうでけんぜんなざいせいうんえいをしみんとぎょうせいがともにかんがえ、じつげんしているまちをめざします。 

【せいか指標】 

指標名 じゅえきしゃふたんひりつ 

現状ち 4％ 

目標ち 4 点 5％ 

指標名 つみたてききんげんざいだかひりつ 

現状ち 54 点 5％ 

目標ち 45％いじょうをかくほ 

指標名 けいじょうしゅうしひりつ 

現状ち 95 点 5％ 

目標ち 92％いか 

指標名 しぜいしゅうのうりつ 

現状ち 94 点 7％ 

目標ち 95％ 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしん 1 ざいせいけいかくにもとづいたけいかくてきなざいせいうんえい 

ほうしん 2 さいにゅうかくほのためのとりくみのすいしん 

ほうしん 3 すいとうじむのじゅうじつとこうきんのてきせいなかんりのすいしん 
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5の 3の 3 しょうらいをみすえたぎょうせいけいえいのすいしん （かんけいか きかくけいえいか、こうき

ょうしせつまねじめんとか、しみんか） 

【めざすすがた】 

しょうらいをみすえたぎょうせいけいえいをおこなうことで、せいかとこすとをいしきしたこうりつてきでしつ

のたかいぎょうせいさーびすがおこなわれているまちをめざします。 

【せいか指標】 

指標名 せいか指標たっせいりつ 

現状ち なし 

目標ち 100％ 

指標名 まいなんばーかーどこうふりつ 

現状ち 6 点 6％ 

目標ち 25％ 

指標名 まどぐちさーびすのまんぞくど 

現状ち 64 点 8％ 

目標ち 100％ 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしん 1 こうりつてき こうかてきなぎょうせいさーびすのていきょう 

ほうしん 2 ぎょうざいせいかいかくのちゃくじつなすいしん 

ほうしん 3 こうきょうしせつまねじめんとのすいしん 

ほうしん 4 しみんまどぐちさーびすのじゅうじつ 

 

5 の 3 の 4 しょくいんのいくせいとしょくばかんきょうのじゅうじつ （かんけいか じんじか、きかくけいえ

いか） 

【めざすすがた】 

しょくいんのさいよう けんしゅう ひょうかがてきせいにおこなわれ、いきいきとはたらくことができるしょ

くばづくりと、じゅうじつしたしみんさーびすがおこなわれているまちをめざします。 

【せいか指標】 

指標名 せんもんけんしゅうのべさんかしゃすう 

現状ち 106 にん 

目標ち 120 にん 

指標名 かんりてきちいにあるしょくいんにしめるじょせいしょくいんのわりあい 

現状ち 24 点 4％ 

目標ち 30％ 

指標名 しごとにやりがいをかんじているしょくいんのわりあい 

現状ち 60 点 1％ 

目標ち 100％ 

【おもなとりくみほうしん】 

ほうしん 1 せんりゃくてきなじんざいいくせいのすいしん 

ほうしん 2 じんざいのかくほとてきせいな派いちによるそしきりょくのこうじょう 

ほうしん 3 りょうこうなしょくばかんきょうのせいび じゅうじつ 
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きのかわしぷろふぃーる 

きのかわしみんけんしょう 

へいせい 18 ねん 11 がつついたちぎけつ 

きのかわしは、きのかわのせいりゅうとゆたかなしぜんにはぐくまれたまちです。 

わたしたちは、せんじんがきずいてくれたれきし ぶんかをとうとび、あたらしいじだいにあったくらしとぶ

んかをそうぞうするとともに、かっきにみちたきのかわしのじつげんをめざして、このけんしょうをさだめま

す。 

いち ふるさとをあいし、きょうようをたかめ、あたらしいぶんかをつくります。 

いち じんけんをそんちょうし、おもいやり、たすけあい、えがおとあいさつでわをひろめます。 

いち はたらくことによろこびをかんじ、いきがいときぼうにみちたみらいをひらきます。 

いち しゅみやすぽーつをたのしみ、けんこうで、あかるいかていをつくります。 

いち かんしゃとほうしのきもちをたいせつにします。 

きのかわししょう 

きのかわしの「き」のもじをしんぼらいずし、しぜんのゆたかさにつつまれた かいてきなとしをでざいん。

しをしょうちょうする「きのかわ」のながれや、すんだそらをいめーじした ぶるーをきちょうに、ちゅうしん

からこうりゅうのわがひろがるようすをえがいています。 

きのかわしの き、はな、とり 

へいせい 18 ねん 11 がつついたちぎけつ 

しのき きんもくせい 

しのはな もも 

しのとり うぐいす 

きのかわしか 

へいせい 28 ねん 3 がつ 25 にちぎけつ 

やすおか なおき さくし 

あおき すすむ さっきょく 

いち、きよきながれは だいちをひらき 

しきをいろどる さちをよぶ 

こころやすらぐ みずみどり 

いこうひとのわ ゆめかよう 

しぜんのめぐみに かんしゃして 

いのちはぐくむ きのかわし 

 

に、はるはうぐいす かなでるのやま 

むねにそよかぜ すみわたる 

そらのあおさに よろこびの 

えだをひろげる ももの派な 

えがおときぼうに みちあふれ 

ともにのびゆく きのかわし 

 

さん、ひかるれきしに はなさくぶんか 

きんもくせいも かおりたつ 

ちからあわせて いきいきと 

きずくふるさと しんじだい 

ゆたかなそうぞう たゆみなく 

あすへはばたく きのかわし 






