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７ 自治・連携  

 

 

７-１ 自治を育むまちづくり 

７-１-１ 参加と協働の推進 

【現況と課題】 

多様なニーズや社会の変化に対応した持続可能な地域社会を創りだしていくためには、引

き続きԇข�คआ��༂Ԇ�̅����������ਇआ؇�	����༅ई༅����� 

ԇข��̅��Ѕ���༄ଇ�༂̆���ȅ�����༅�ȅฅ�༂؇����Ѕ��̅

����̅ഇ���ആ؇̅��������ԇข༂�༅ค༄؇�������̅�ഇ���

の仕組みや参加機会の充実、地域の人材の確保・育成などが求められています。 

̅ȅ�̅��	��ԇข༂༂���༅ค༅����ആ༂����������	��؆�

しやすく豊かな地域社会の実現を目指していくことが重要です。 

 

【施策目標】 

協働のまちづくりを進めるための参加機会の充実や人材の発掘・育成を図るとともに、町

ข�̆ࠆ༂�༂ȅ༂�༂���̅��̅ഇ�	���� 

 

 

【施策内容】 

༂ఆ܆܆܅༄܆܅�Ї༅̅܆܅�ȅ܅����؆�����ఈ܅܅��इ༄�ଅ̇���

��ԇข�คआ��༂Ԇ����༅������ค༄�����̅��������Ѕ��̅

組を促進します。 

 

 

【施策内容】 

ԇข�ค༄؇������ആȅ�༄	܅܅������༂܆�؇̆��Ȇ�ഇง̅�༂̆�

༄	�������������ആȅ༂̆ࠈȅȅฅ※」などを活用し地域活動組織やボランテ

ィアの活動を支援することで地域団体の育成を図り、協働型事業をさらに拡げ積極的な展開

を図ります。 

 

 

【施策内容】 

ԇข��༄ആȅଇ̆ࠅ��༄�ąଅ������������������ȅฅ���

�̅�ആȅ�̆	��ȅฅ�ȅ༂������Ѕ܇༂ఆ�ȅ༂����	༂��༂؇��Ѕ

��ਇआ؇�ആ༂�������༂�Ćଆ���༂܅܅�܆ആȅ��̅ȅ�༄	������

ԇขと団体等を結びつけるコーディネート機能の活性化を図ります。  

 
※�����ആȅ༂̆ࠈȅȅฅฏ地域で活動する様々な団体を対象とし、地域の活性化やまちづくり活動への 

̅ഇ�ଅ���ఈ༂༂��༂̆�༂�ȅฅ� 

７-１-１-２ 活動組織の育成・支援 

７-１-１-１ 自治基本条例の理念実現 

７-１-１-３ 活動情報等の充実による協働活動の推進 
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７-１-２ 地域コミュニティの活性化 

【現況と課題】 

少子高齢化や生活様式の多様化などにより地域における連帯感が希薄になるとともに、外

国人の転入が増加傾向にある中で、地域コミュニティの維持、再生が求められており、互いに

༂�Ѕ��̅༂�Ѕ��༂�༂��ԉ༄�ĉई�������� 

���ค༄؇�ആȅ�༂܅܅��ฅ���༂ఆ༄ആȅࠆ�������܅܅����ԇ܆

���������༂ఆ༄܆ȅ༂คฅࠅ�ȅ�༅Ѕ���༂ค༂��ਈࠉ�Ȇ����༂ఆ

会も少なくありません。 

自治会組織の活性化や活動への支援に加え、その他の地域コミュニティ団体への組織形成

や活動に対する支援が求められています。 

 

【施策目標】 

自治会への支援や地域コミュニティ団体の組織形成・活動支援などにより、地域における

共助や協働を促進します。 

 

 

【施策内容】 

自治会への加入促進やआȅ�จฆ�Ѕ���༂Ԇ��༂ఆ༄��༂Ԇ༄ࠉคȅ�༂؇��

図るとともに、外国人を含めた住みよいまちづくりに向けて、自治会の状況を把握するため

�������༂���ȅ܆؇�༂ఆ༄��༂̆�̅�ഇ���� 

 

 

【施策内容】 

スポーツや趣味などを通じた活動団体を含めた様々な地域活動団体に関する相談や情報提

供体制の充実、ԇข܅܅�ആȅ༄�ആȅ܅܅����������������ആȅ༄

の組織の活性化を図るとともに主体的なコミュニティ活動を支援します。 

 

 

【施策内容】 

������༂༈�ఆจ�ȅ༂���ąąԆਈ�ਇ	�������༅Ȇ�ആȅ�༄܅܅

家などの公共施設以外の建築物の活用に努めます。 

 

  

７-１-２-１ コミュニティ事業や活動の支援 

７-１-２-２ 地域活動団体等の活性化支援 

７-１-２-３ コミュニティ活動拠点の活用 
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７-１-３ 人権を尊重するまちづくり 

【現況と課題】 

इ���Ѕ̅܅ࠉ���������अਇअआ�അȅ��༂�༂�������༂��

���؇༂�ఆ̆���������ఆ̆��༂ਆ�ଅ��ਈଈ�༂अ����؆���༂

���؆༂�༂���ଅ؈��༅�����༂༉��؉����ଅ���༂�അȅ���༂ਆ

問題が依然として存在しています。 

さらに、インターネットやＳＮＳ等を悪用した名誉毀損、プライバシーの侵害など社会情

ȅ�अ̅�༄��Ԇ��ԅࠉ�ฅࠅ�ȅ������༂ਆ�ԉ��अ��ԅࠉ�ईఆ���

������ԇข༂༂����༂ਆ�Ć༇�ĉई�����ଆ܇��ଈ�༂�付け、他者へ

の思いやりの心を育むことが重要です。 

���ԇ༂ąЅ̅ԇ※についても、誰もが性別にかかわらず、社会のあらゆる場面で個性や

�༂�༂ȅ�؇̆�ആจ���इ༄�؇̆������คคԇԇ༂ąЅ̅ԇ���Ԇਈȇ��

基づく取組を推進していくことが求められています。 

さらに、多文化共生※܅܅����������अ༂��Їई�ആ�������अ༂

が地域で暮らす中で、どのようなことを望んでいるかを把握することが必要です。 

 

【施策目標】 

�ȅ�ฅ༉�؉���ԇԇ܆�ć�ą༂�ఇ�ଅԆ�ଅആ������അȅ������

��ԇข༂༂����ค��అĉ�Ѕ��ਈ��いきいきと暮らせる地域社会の実現に引き

続き努めていきます。 

 

 

【施策内容】 

ԇข༂༂܆܅����؇༂ਆ�అĉ�Ćଈ�����؆��༄���������؇̆��

༂ਆ�����ଆ��Їई�Ćଈ�ആ�����ଈ༆༄�ԉ����༂ਆԆ��ԅ؇�̆	

するとともに、人権全般の相談に対応できるよう人権擁護委員などの関係機関と連携し、相

談体制の充実に努めます。 

 

 

【施策内容】 

�ȅ���ଅ؇�༅ȅȅȆ�അȅĆଈ�ईആ������༂�̅ԇ����इ༄ଅ̇�

Ѕ��ଈ༆༄�ଈฅ���ԉ��ฅࠅഇ�ԅ؇ą༂�؇༂ଇ�आ��ਆ༄�	��ԇ༂ąЅ

参画のĆଈЅค�������ଅଈ༄ଇ��༂�अЅ؇༂̇�Ѕค���คคԇԇ༂ąЅ

̅ԇ���Ԇਈȇ܅�����ԇ༂ąЅ̅ԇइ༄�༅Ȇ�̆	���� 

  

 
※ԇ༂ąЅ̅ԇฏԇ༂�ค��༂ਆ�అĉ���༂����ԇ����������������������� 

一人ひとり�̆��������༂�༂ȅ�؇̆���ఈ��इ༄� 
※多文化共生 ฏఇ�ขԆ���ԇ��༂��ค��༂̅؇�	��ਈ�Ѕ��ଅଇ�ԉ༄�ଇ������ 

ら、地域社会の構成員として共に生きること。 

７-１-３-１ 人権の尊重 

７-１-３-２ 男女が共に築く地域づくりの支援 
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【施策内容】 

国籍に関わらず暮らしやすい環境をつくるため、外国人が地域で生活する中で必要な情報

を多言語及びやさしい日本語で提供するなど、引き続き外国人が住みよい地域の構築に取り

組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

７-１-３-３ 多文化共生の推進 

ԇ༂ąЅ̅ԇଈ༆༄ 



 

�� 

 

７-２ 行財政運営の充実 

７-２-１ 行政を担う人材・組織の改革 

【現況と課題】 

༂Ԇഇง������คȅคआ�ȅ̇؇�̆	༅��ഇง��������ԇข���

�ȅ������ȅ༂����ഇง�؇̆�؉؆༂؇��༂������ค༅�इ༄�ȅ�

अ̅܅�༂ȅਆ�	అ���คȅąଅ�༂؇����จ���༂Ԇഇง�ȅ܆؇༂؇�༅ఆ

められます。 

���༂܆�Ȇ܆܅༂ĉ���؇̆��Ѕ���ԇข�������༂ȅ��Ȇ܆�ԅ�Ѕ

���Ѕ��������Ԇଇ�ଅ̇���ą��ഇง�༂܆༅���ଅ༂�इ������

�༂���༅�ഇ��Ѕ��༂�ఈఈ�Ѕคに努めます。 

 

【施策目標】 

ȅ̇؇�ఈ�༂�༂Ԇഇԅ�̅�ഇ������༂Ԇ�����Ȇ�༂����Ѕ��༂�

ఈఈ�Ѕค�Ԇ��༄��༂�ą܇�؇ȅ	܅�༂Ԇഇԅ�؇̆���� 

 

 

【施策内容】 

༂ఈԆ	ԅ�ȅ̇̅�	؆ࠇ��༄����ई���అ༂��คआਈ༄ȅฅ�आਈ�Ѕ��

༅�ഇ�༂ԆԆ༂�̆	�̅�ഇ���� 

 

 

【施策内容】 

社会情勢や地方分権による事務内容の変化に合わせ、より柔軟で機動的な組織づくりに向

��༂؇��ഇഇ؇�༂��ȅ܆؇・ȅ̇؇な事務事業の推進に努めます。 

 

 

【施策内容】 

؆ค�अ̅�̅��༂Ԇ	ԅ�	༂����आȅ�ఈ�Ѕค�ఈ���༂܇�ଈ�ഇਉ�༇

得するための取組を進めます。 

また、職員一人ひとりがやりがいを感じながらいきいきと働くことができるように、時間

外勤務の低減や多様な働き方ができる環境づくりに取り組みます。 

 

  

７-２-１-１ 行政改革の推進 

７-２-１-２ 組織体制の見直し 

７-２-１-３ 職員の能力開発と資質の向上 
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７-２-２ 質の高い行政サービスの提供 

【現況と課題】 

अआ̅�༂ฅ̅��༂Ԇ����������ଅ���༂ఈԆ	ԅ�ȅ̇̅܆�	�̅�

���ԇขฆ༂ฅ�Ѕค�����༅ई������ȅ༄��༂�༂Ԇ�����̆༄�

るために、ＩＣＴ�ആ༂�คȅ༂ഇ��ȅ̇̅���ఆ�����������������

ドの普及が進むことが予想されることから、マイナポータル※���ആ༂��ԇข����Ѕ

上の仕組みづくりを検討していく必要があります。 

また、適正な個人情報の取扱いࠅ��ąԉȅฅ�	༂�༂Ԇ���ଅ��Ѕਇ؇ਈ༄ȅ�

ąଅ�༂Ԇ	ԅ�	؆ࠇ��༄������ԇข��༂Ԇ�ଅ��ଅ༂Ć�༄ࠉĆ�༅���

ことが求められています。 

 

【施策目標】 

अआ�ԇข����ଅ��ȅ༄��ȅ̇��ĉĆ��༂Ԇ�����̆༄�ȅ�����

��༄ࠉ��༂�ԉ���༂Ԇ�؇̆���� 

 

 

【施策内容】 

༂ఈԆ	ԅ�ȅ̇̅�	؆ࠇ��༄�����అ༂��अ	ਈ༄�Ѕ��คआਈ༄�༅

き続き̅�ഇ��คआ�༂؇܆��	�̅���� 

 

 

【施策内容】 

ȅ༄��༂�༂Ԇ�����̆༄������ＩＣＴ�ആ༂�คȅ༂ഇ��ȅ̇̅����

�������ആ༂��ԇข����Ѕค�仕組みづくりを検討するとともに、適正な個人

情報の取扱いࠅ��ąԉȅฅ�	༂�༂Ԇ	ԅ�	؆ࠇ��༄�ȅ���� 

2

 

【施策内容】 

各種相談体制の充実を図り町政運営に生かすとともに、関係機関とも連携し相談内容に応

じた	ȅな対応を図ります。  

 
※マイナポータルฏ༂���คଈ�������༂Ԇ༂ഇ����������Ԇฅ�	ԅ��������ー 

ビス。 

７-２-２-１ 事務事業の見直し 

７-２-２-２ 町民サービスの向上 

７-２-２-３ 相談活動の充実 
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７-２-３ 効果的・効率的な財政運営 

【現況と課題】 

我が国が直面する超高齢化社会という大きな課題に対し、急激な人口構成の変化による、

आ��༅܉�Ć༅��る中、誰ひとり取り残さない社会の実現に向けて、各地域がそれぞれ

�ȇ༅�༂���༂༅؇�̆ഇ؇�इ༄�ȅ༂�������ఆ�������。 

本町においても税制改正や人口減少に伴う納税義務者の減などの影響による税収の減少や、

高齢化の進展に伴う社会保障費ࠅ�༂�ਈࠉ���ค��ఈฆ�ଅଅ؇ࠇ�༄�ȅ̇؇�༂

Ԇ	ԅ�ЅЇ؇�ఈԆ	ԅ���༂అఆ�������� 

ȇ�༂	คआ�ค༂	คआ������ഇԅȆԇ܅���ଅଅ؇�	ԅ�������Ԇ

༂�༄༂Ԇ�	ଆ̅�Ԇਈ�༂̅܆ଅଇ���	����༅ई������ 

؉���ఈฆ�ȅ܆؇�ആ༂�������ȅ̇؇��ЅЇ؇�༂ఈԆ	ԅ�̆	���

くことが重要となります。 

 

【施策目標】 

ఈฆ�ଅଅࠇ༄�������ȅ̇؇�༂Ԇ	ԅ�ЅЇ؇�ఈԆ	ԅ�Ѕ��̅ഇ�̆

進します。 

 

 

【施策内容】 

町政を安定的に運営し、着実に政策を推進するため、企業誘致やふるさと納税※の奨励、町

有財産の有効活用と併せ、町税などの収納対策に引き続き努めるとともに、����ąąԆ

༂ଇ����ଅ܆؇�आਈ���受益者負担の適正化を図ることで、財源の安定的な確保に

努めます。 

 

 

【施策内容】 

ขԉആ༂���༂Ԇ�����ขԅ̅�आȅअਈ�༅�ഇ�	�������ＩＣＴや先

ਇȆࠈ�ആ༂���आȅ�ȅ̇̅�आਈ���� 

また、ąąԆਈขଅЅ̅ਈԇଇ܅����ค༅�༄܆����ąąԆਈ�����༄ง�؆

Ԇ����ฅฆ̅ଇ����	ଆ��ਈԇ؇�ଅ༅�����༂ԆԆ༂�̅ഇ�̆	��

す。 

 

 

【施策内容】 

将来世代における公債費※ఈȆ�ฅฆ̅��༅ई��ȅ܆�ഇ�ฅ���จ����ଆą�

ĉ�̅�ЅЇ̅�������ఈԆ�ą̅�	؆ࠇ�༄����Ԇ܅༂ą༄ਈȅฅ※に基づ

く財務諸表等の活用を進めることで、持続可能な財政運営に努めます。  

 
※ふるさと納税  ฏคĆ�༂ఆ༄�ଅคਈਇ̆؉ଅఈ༏���������ȅฅ� 
※公債費     ฏ܅༂༂ఆ༄���༂܅��༂��ąȅą	ఈ�༂ฅ�༂༂�ȅ��Ѕਈ� 
※Ԇ܅༂ą༄ਈȅฅฏ地方公共団体の財政状況の一層の透明化を図るため、企業会計的手法を取り入れた財務諸 

 ���ई؇܆ȅആ༂�����ค�ข܆�ଆଇЇ	��Ԇ��������ఈԇ��ȅࠈ
༂��༂ఆ༄ഇԅ�༅̅�؇ଆ��ȅฅ� 

７-２-３-１ 財源の安定的確保 

７-２-３-２ 効率的な行政運営 

７-２-３-３ 合理的な財政運営 



�� 

 

７-３ 広域連携・地域情報化の充実 

７-３-１ 広域行政と地域間連携 

【現況と課題】 

༈؉ฅԇ��	І���ฅ܅؇�̅ഇ��̅؇�ആ؉������ईą��आ��ȅĉ��

いて進められており、広域化により生じるスケールメリット※�༂Ԇ�����ąଅ����

�༅�ഇ܅܅��ആ�̅�ԇข�ȅ༄��ฆ༂ฅ�Ѕค�؇̆����༅ई༅����� 

���ฅ܅	І�̆	܆�����ԇ༅܇ข܅܅�ฆ̅܅��̆������܅܅Ї؇ȇ

��༂���༅��ԇข༂ആ�ఈ�؆��Ѕค�؇̆�༂ฅ༂ആ܅�ĉई��̅ഇ�༅̅�

ていくことが求められています。 

 

【施策目標】 

༈؉ฅԇ��	І༅̅���༂ฅ༂ആ܅�ԇข����༅じた効果的・ȅ̇؇�̅ഇ�̆

進・展開し、生活の豊かさの向上を目指します。 

 

 

【施策内容】 

ԇข�༂ฅ༂ആ܅���༈؉ฅԇ��คആ�	І��आ��ȅĉ����ฅ̅܅����

��������༂�����अआ̅��༂Ԇ܉ई�ଅ༅��ԇข�ȅ༄��ฆ༂ฅ�Ѕค

を図ります。 

 

 

【施策内容】 

他市町村との連携を引き続き推進することで、スポーツ・文化・観光などの各分野において

 ����༄ข�คആਆ༄�ąଅ�܅܅

 

  

 
※スケールメリットฏईਆ�༂����������༅���ȅ܆�ȅ؇���� 

７-３-１-１ 広域連携事業の推進 

７-３-１-２ 地域間交流の推進 
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７-３-２ 地域における情報化 

【現況と課題】 

ԇข�༂Ԇ�̅����������̆	������ฅࠅഇ������������

ԇข̆ࠅ���༄�ąଅ����������※などの広聴機会の充実など、お互いが情報の

ą�܆������अई؇�༂ఆ���ਈࠅ����༅����Ć༂�؇༄������

きる環境づくりを進めていくことが重要です。 

また、情報の発信については、機会・内容の充実を図りながら本町に関する様々な情報を発

信し、シティプロモーション活動を展開していくとともに、個人情報の取扱いについて、引き

続き十分なセキュリティ水準の確保を図っていくことが求められています。 

 

【施策目標】 

ԇข�༂Ԇ�अࠅ����ąࠅ��܅܅��܆�������༂༂��������ԇข

��༂ࠅ��ଅ܆���ԇࠅ����ԇข��ആ༂��༅	��ଅ༂܅܅�������༂༄�

なったシティプロモーションを目指します。 

 

 

【施策内容】 

����������Ȇԇ̆ĉ܅����ԇข�ԇ��Ć܇�ਈ��ĉȆ�������

ԇࠅ���ଉ༂��ฅࠅഇ��������ＳＮＳ等の様々な情報発信媒体を活用すること

��ԇąअ�Ȇԇ؇�ฅ�؇༄��ԇ܇�Ѕฅ̅������Ѕค���� 

また、アクションプラン※に基づき、目標の達成に向け着実な事業展開を図ります。 

 

 

【施策内容】 

ԇข�คआ��༂Ԇ�	Іࠅ�܅܅���ą܆�؇༄�ആ༂����、ホームページ及び

༏༏༏�ȅ༂��地域情報の連携を図ります。また、町の情報ネットワークシステムのセキ

ュリティ確保についてもセキュリティポリシー※の遵守などにより、引き続き人的・物的の両

面からの対策の強化を図ります。 

  

 
※タウンミーティング ฏค܅܅�༄ข�༂ആ�ԉ��คࠉ�ਈࠉ���؉༄�༂Ȉ��༂Ԇ༅అ���Ԇఆ 

家が実施する対話型集会を指す。 
※アクションプラン  ฏȆԇ�̆	�����ą༄؇�Ԇଇ�ਈԇ� 
※セキュリティポリシーฏ༄आ�༂ఆ༄�����������ȅ༂�ଅą�ԉ܆܅��༂ĉ�༂ȅଆĉ� 

７-３-２-１ シティプロモーションの推進 

７-３-２-２ 地域情報の活用とセキュリティの確保 
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【施策内容】 

ԇข�ขԉࠅ��活用を促進するため、ホームページのアクセシビリティ※対応、公共施設

における公衆無線ＬＡＮ�����̆༄ࠅ��������ąଅ�����ԇข̅ࠅ��༅

Їࠅ�ąąԆਈ�ईąࠅ�����܅ȅ༄��Ѕค��������༅�ഇ�इअഅ܇��

連携により、町が保有するデータの積極的なオープンデータ※化により、効果的な活用を図り

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
※アクセシビリティฏ༈������ȅ༂�����ITの分野では機器やソフトウェア、システム、情報などが 

༂༄�ȇĆ��༂�	�����आ��༂��Ѕ����ȅ༂���ȇĆ���ฅЅ� 
のこと。 

※オープンデータ ฏインターネットなどを通じて誰��༂ԇ�༂༂��ȅ༂�ąĉฅ�������ഇइ� 
Ԇฅ�༂ఆ༄ࠇ�ਇਆԉ�༄आ���ąԉ��ഇਈఈԆ�༂̇ఈԆ�इଅ؇ࠇਇఈԆ��� 

７-３-２-３ 行政サービスの情報化・発信能力の向上 

シティプロモーション（イベント出展） 


