
第五次南風原町総合計画 後期基本計画策定
第３回 南風原町まちづくり住民会議

日時：令和3年 10月 19日（火）19時～
会場：南風原町役場 3階庁議室

次 第

１．開会
※委員出席と配布資料の確認

２．第２回まちづくり住民会議の議事要旨の報告について

３．第３回まちづくり住民会議の進め方について

４．部会別「施策のめざす姿」の検討・提案

５．部会別「施策のめざす姿」検討結果の発表

６．その他
※連絡事項及び次回日程等について

７．閉会

【配布資料】
○資料－１ 第３回まちづくり住民会議 次第
○資料－２ 第２回まちづくり住民会議の議事要旨と対応
○資料－３ まちづくり住民会議 部会別名簿【第２回配布資料】
○資料－４ 第２回まちづくり住民会議の進め方【第２回配布資料】
○資料－５ 第五次南風原町総合計画 後期基本計画（たたき台）【第２回配布資料】
○資料－６ 後期基本計画策定に向けた施策体系と現状と課題の概要一覧【第２回配布資

料】
○資料－７ 後期基本計画策定に係るアンケート調査報告書 概要版【第２回配布資料】
○資料－８ 「施策のめざす姿」の検討・提案シート【第２回配布資料の改訂版】
○資料－９ 総合計画 各年度目標値進捗状況一覧【第２回配布資料】

資料－１
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■第２回南風原町まちづくり住民会議開催の趣旨

本住民会議は、第五次南風原町総合計画後期基本計画を策定するにあたり、総合計画に関する事項に
ついて町民の意思を反映することを目的とした会議です。
第２回では、部会編成と部会長及び副部会長の選出、部会別「施策のめざす姿」の検討・提案を行いまし

た。その結果を以下に示します。

■開催概要
◆日 時：令和 3年 10月 12日（火）19時～20時 40 分
◆場 所：南風原町役場 3階庁議室
◆会議次第：１．開会

２．第１回まちづくり住民会議の議事要旨の報告について
３．まちづくり住民会議の部会編成と部会長及び副部会長の選出について
４．第２回まちづくり住民会議の進め方について
５．部会別「施策のめざす姿」の検討・提案
６．部会別「施策のめざす姿」検討結果の発表
７．その他
８．閉会

■議事要旨
１．開会
○配布資料の確認
資料－１ 第２回まちづくり住民会議 次第
資料－２ 第１回まちづくり住民会議の議事要旨と対応
資料－３ まちづくり住民会議 部会別名簿
資料－４ 第２回まちづくり住民会議の進め方
資料－５ 第五次南風原町総合計画 後期基本計画（たたき台）
資料－６ 後期基本計画策定に向けた施策体系と現状と課題の概要一覧
資料－７ 後期基本計画策定に係るアンケート調査報告書 概要版
資料－８ 「施策のめざす姿」の検討・提案シート
資料－９ 総合計画 各年度目標値進捗状況一覧

前回欠席の宮城委員、玉木委員より自己紹介があった。

２．第１回まちづくり住民会議の議事要旨の報告について
事務局より、資料－２を用いて概要を説明した。

第２回 南風原町まちづくり住民会議の議事要旨と対応

資料－2
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３．まちづくり住民会議の部会編成と部会長及び副部会長の選出について
自治・行財政・教育文化・健康福祉部会の部会長に宮城堅子委員、副部会長に具志堅杏里委員が

選出された。
産業雇用・都市基盤・環境部会の部会長に大城翔太委員、副部会長に赤嶺勤委員が選出された。

４．第２回まちづくり住民会議の進め方について
事務局より、資料－４を用いて概要を説明した。

５．部会別「施策のめざす姿」の検討・提案
【まちづくり目標１ みんなで考え、みんなで創るわくわくするまちのめざす姿】
◆1-1-1 町民と行政との情報共有の強化
○各広報が全世帯に配布されている
○アプリや電子掲示板の活用
○町や社協の広報紙を声の広報としてそれぞれの HP で紹介されている事の周知。音訳ボランティアや図
書館での貸出。見えない人への周知。（環境や設備が整っていてもそれをどう周知するか）

○子供も見やすい広報紙
○はえばるキャラクタースタンプの制作
○ケアマネ、相談員、地域包括支援センター、民生委員等々に周知。

◆1-1-2 町民ニーズを把握するための広聴制度の充実
○行政懇談会や議会報告会に参加しやすい時間帯や場所の設定
○行政懇談会の意見が反映されていないので、反映させる
○各懇談会や報告会は事前の告知と地域への根回しが少ない（周知と PR が必要）
○ネット配信する
○町の広報放送が聞こえない地域がある

◆1-1-3 情報化の推進
○高齢化が進み、電子機器についていけない。聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥。時代に乗り遅れない
よう高齢者もトライする。

○南風原町Wi-Fi が未接続の地域がある（南風原町Wi-Fi があることを知らない人も多い）
○情報公開等は町長が理解し実行できるように説明が必要
○電子申請やマイナンバーは高齢者でも活用できるように分かりやすく説明する。誰でも使いやすい情報
の推進。

◆1-2-1 住民自治の確立に向けた学びの場の充実と支援
○活動主体のニーズに応じた学習機会の場
○町民が主体となったまちづくり学習会の開催
○自治会を中心としたまちづくりの学習会の開催

◆1-2-2 公共サービスの担い手の発掘・育成
○各種団体が停滞していく中で、的確な指導がなされていない。区長さん方の意識が薄い。
○自治会未加入者でも住民自治に積極的にかかわれる魅力あふれる行事等を行う
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◆1-2-3 多様な人材の積極的活用
○ひきこもりや過卒の方々の活動・活躍できる環境づくり。就労につなげられるのでは。
○元気高齢者、シルバー人材の活用
○南風原シルバーセンターの設立
○子育て OB による家庭塾、学童、ファミリーサポート
○学校の学習支援サポートのみのコーディネーターではなく、一般の方の要望を吸い上げて社協等で講座
の開催をすることでボケ防止対策強化へつなげる。（場所の提供を公民館、ちむぐくる館）

◆1-2-4 自治会加入の促進
○転入時に加入案内。区ごとの資源やアピールポイントを周知する
○住民課の窓口で転入者の受付時に、各自治会が独自作成した案内書を渡す
○自治会だけでなく子ども会、青年会等加入促進
○自治会加入促進大会の開催（年１回）
○愛着のもてる地域像、魅力ある行事
○各区の QR コードを作成、活用

◆1-2-5 協働のまちづくりの実践
○子育てについては、こども課、学校教育課、福祉課、保健福祉センター、社協の連携を強化する
○行政だけに頼るのではなく、住民自らが考え、行動する住民を育成する
○まちづくりに活躍している人を表彰する
○定期的に情報交換が出来る場（モアイのようなものでもよい）

【まちづくり目標２ きらきらと輝く人が育つまちのめざす姿】
◆2-1-1 家庭教育の重要性の周知
○基本的な生活習慣、基本的な倫理観の周知徹底

【まちづくり目標４ 工夫と連携で産業が躍動するまちのめざす姿】
◆4-1-1 農業基盤の強化
○かんがい施設（用水）を整備し、生産性の高い農業
○土地がないのでできることを完全にする。ロスゼロにする。
○適した場所に農地を集約化し効率的な生産体制構築

◆4-1-2 農業経営の強化
○南風原ブランドを作る
○効率的に安定的に収入がある

◆4-1-3 担い手の育成
○仕事を好きになって楽しんでもらう
○副業感覚で気軽にできる農業
○農業後継者育成
○高齢者も主婦も参加できる短時間農業育成
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○田園都市（楽しく健康的な）都市農業

◆4-1-4 他産業との連携による６次産業化の推進
○カボチャやヘチマを原料とした商品開発、販売まで一貫した６次産業が成り立っている
○遊休地等を活用しひまわり畑等花を植える
○ものづくりを活用する。商品開発には予算組が難しい
○６次産業化が難しくなっている
○町内のたまご屋とカボチャ農家 etc.マッチングして商品開発

◆4-2-1 商業、製造業等の既存産業の振興
○事業者はノウハウを実現することがむずかしいから、産官学を活用する
○企業ニーズに合った立地環境が整備され、活発になっている

◆4-2-2 集積している産業を活かした新たな展開
○イベントや広報活動戦略をうまく使う導線づくり

◆4-2-3 企業の相談・支援、雇用促進
○担い手不足解消のM＆A促進
○金融機関と連携したビジネスマッチング
○支援の内容を新たに打ち出す。今ある支援以外でできること。

◆4-2-4 企業進出の環境整備
○企業誘致のため経済特区エリアをつくる

◆4-3-1 観光振興計画の着実な推進と体制の強化
○町字での情報を共有して町全体で動く（何をやる？どう動く？）

◆4-3-2 新たな観光資源の整備・活用
○町外から見た南風原は何にあたるか？（糸満？）
○平和学習を核としながら農業等とリンクした着地型観光が展開している
○観光ルート（文化、歴史）、観光情報発信拠点を整備する

◆4-3-3 既存資源の活用・魅力向上の推進
○イベントの在り方、南風原町だからできること。綱引き本番だけでなく、綱づくりに参加するなど。町内ウォ
ーキング。ホスピタルの見せ方。

◆4-3-4 観光情報発信の充実
○観光推進施設をつくる
○観光情報プレゼン大会があるともっと見てくれるのでは

◆4-4-1 経営環境の改善への支援
○イベントをうまく使う（クリスマス、ハロウィン、バレンタイン等）
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◆4-4-2 後継者育成支援
○かすり見本市を行う

◆4-4-3 観光関連産業等との連携による展開
○農家さんと連携し、収穫体験を行う
○観光農園で収穫体験

６．部会別「施策のめざす姿」検討結果の発表
産業雇用等部会、自治等部会から検討結果が発表された。

７．その他
次回の住民会議は、10月 19日（火）に決定した。

８．閉会
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■住民会議によるめざす姿の提案内容
まちづくり目標１ みんなで考え、みんなで創るわくわくするまちのめざす姿

【まちづくり目標２ きらきらと輝く人が育つまちのめざす姿】

【まちづくり目標４ 工夫と連携で産業が躍動するまちのめざす姿】

節 施策の展開 めざす姿の提案内容
1 節 情報
の共有でひ
らかれたまち

（１）町民と行政
との情報共有の強
化

○様々な情報媒体を活用し、町民の誰もが行政情報を受け取るこ
とが出来ています。

○子どもから大人まで分かりやすい情報の発信が行われています。
（２）町民ニーズ
を把握するための公
聴制度の充実

○行政懇談会や議会報告会などの各種公聴会は町民が参加しや
すい仕組みになっており、町民の声が行政の取り組みに反映されて
います。

（３）情報化の推
進

○各種行政手続きで誰もがマイナンバー等を活用し、簡単に電子申
請できる環境が整っています。

２節 自ら
考え、行動
し、みんなで
創るまち

（１）住民自治の
確立に向けた学び
の場の充実と支援

○住民自治を学ぶまちづくり講演会や出前講座等が開催され、まち
づくりや住民自治の手法を学ぶ町民が増えています。

（２）公共サービ
スの担い手の発掘・
育成

○時代のニーズに合ったやり方で、地域課題に取り組む人材の発掘・
育成が行われています。

（３）多様な人材
の積極的活用

○シルバー人材、男女共同参画など、すべての町民がそれぞれの能
力に応じて活躍できる環境づくりが整っています。

（４）自治会加
入の促進

○転入者などがスムーズに自治会に加入できる仕組みが整い、ほぼ
すべての町民が自治会に加入しています。

（５）協働のまち
づくりの実践

○町民同士の情報交換や交流活動が活発化し、地域の抱える多
種多様な課題に自ら取り組む「協働のまちづくり」が実践されていま
す。

節 施策の展開 めざす姿の提案内容
1節 安らぎ
と豊かな人
間関係、生
きる力を育
む、家庭教
育

（１）家庭教育の
重要性の周知

○基本的な生活習慣や倫理観をはじめとする家庭教育の周知徹底
が図られ、子供が家庭で生きる力を育むことができています。

節 施策の展開 めざす姿の提案内容
1 節 南風
原産品を創
り伸ばす農
業の振興

（１）農業基盤の
強化

○農地の集約化やかんがい施設等の生産基盤の整備が進み、効率
的で生産力の高い持続可能な農業の生産体制が整っています。

（２）農業経営の
強化

○南風原ブランドを確立し、効率的で安定的に収入が得られる農業
経営が実践されています。
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（３）担い手の育
成

○農業を楽しいと感じる人が増え、農業を新たに希望する人への研
修機会などが整い、農業の担い手が育っています。

（４）他産業との
連携による６次産
業化の推進

○カボチャやヘチマ等町の特産品を原料とした商品開発、販売まで
一貫した６次産業が成り立っています。

２節 賑わ
い ・就労を
創る商業、
製造業、新
規産業の振
興

（１）商業、製造
業等の既存産業の
振興

○産官学との連携による商工業の既存産業の生産力の向上や移
転立地に向けた支援展開により、持続可能な商工業が創出され
ています。

（２）集積してい
る産業を活かした新
たな展開

○商工会と連携したイベントや広報活動戦略を駆使し、集積してい
る医療関連産業や印刷関連産業、情報関連産業がより一層活
性化しています。

（３）企業の相
談・支援、雇用促
進

○商工会や金融機関をはじめとする関係機関と連携し、企業の経
営相談、起業支援、雇用支援を行うことで安定的な経営と雇用
が創出されています。

（４）企業進出の
環境整備

○戦略的な企業誘致を促進するため、経済特区エリア等の環境整
備が進んでいます。

３節 地域
の連携で創
る観光の振
興

（１）観光振興
計画の着実な推進
と体制の強化

○町民全体でホスピタリティー意識の醸成を図り、着実な観光の推
進と体制が築かれています。

（２）新たな観光
資源の整備・活用

○平和学習と農業がリンクした着地型観光など、多種・多様な資源
の発掘がなされ、活用プログラムの構築が進められています。

（３）既存資源の
活用・魅力向上の
推進

○平和学習をはじめ、かすりの里、綱曳き等の地域の歴史・文化・
芸能などの観光資源が活用されています。

（４）観光情報
発信の充実

○観光推進施設の設置や観光情報コンペの実施等により、積極的
に観光情報が町内外に発信されています。

４節 歴史
と伝統を誇
る工芸産業
の振興

（１）経営環境の
改善への支援

○各種イベントと琉球絣・南風原花織のコラボレーションにより、伝統
的工芸産業の需要が高まっています。

（２）後継者育
成支援

○かすり見本市や体験・学習機会の提供等により、伝統的工芸産
業の後継者が育っています。

（３）観光関連
産業等との連携に
よる展開

○観光をはじめとする他産業との連携により、伝統的工芸産業が活
性化しています。
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●部会作成図解写真
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●開催状況写真

以上



南風原町まちづくり住民会議 【部会別名簿】

部会名 部会長・
副部会長 公募委員

〇自治・行財政・教育
文化・健康福祉部会
（まちづくり目標 1・2・
3・7（行財政））

藤原 政勝
ふ じ わ ら ま さ か つ

町内在住（住民会議会長）

部会長 宮城 堅子
み や ぎ た か こ

町内在住

平良 智子
た い ら と も こ

町内在住（住民会議副会長）

副部会長 具志堅 杏里
ぐ し け ん あ ん り

町内在住

野原 由美子
の は ら ゆ み こ

町内在住

大城 早恵子
お お し ろ さ え こ

町内在住

宮城 竹子
み や ぎ た け こ

町内在住

〇産業雇用・都市基
盤・環境部会
（まちづくり目標４・
５・6）

副部会長 赤嶺 勤
あかみね つとむ

町内在住

大城 信明
お お し ろ の ぶ あ き

町内在住

大城 清子
お お し ろ き よ こ

町内在住

當眞 利江
と う ま り え

町内在住

安里 洋子
あ さ と よ う こ

町内在住

部会長 大城 翔太
お お し ろ し ょ う た

町内在住

親泊 元隆
おやどまり も と た か

町内在勤

玉木 順次
た ま き じ ゅ ん じ

町内在住
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※本資料は、第２回まちづくり住民会議資料に第３回以降の内容を追加・掲載したものです。
※部会で担当される分野の項を参照ください。

１．シート作成の趣旨とお願い
このシートは、後期基本計画の施策ごとに概ね５年後の町の姿が
○「状態がこのような望ましい姿となっている」
○「このような状態にすべきだ」
といった「めざす姿」（あるべき姿）を考え・提案いただき、計画に反映するためのシートです。
第 2回・第 3回住民会議の提案メモとしての活用を考えています。
※会議の回数や時間等の制約を考え、あらかじめ委員皆様に前もって考えていただき、その考え
をメモしておき、会議の席上で提案等の発言をしやすくするためのメモ用紙です。

※部会ごとの担当施策についてご検討ください。ご提案できる範囲で結構です。
（会議の対象となるまちづくり目標及び施策は後述４の表に示すとおりです。）

２．基本計画における「めざす姿」の位置づけ
第五次南風原町総合計画の後期基本計画における施策ごとの目次構成は次のとおりを予定しい

ます。
①施策のめざす姿
②現状と課題
③施策の展開
④主な事業
⑤個別計画

３．「めざす姿」の考え方
①後期基本計画では、最初に計画の５年後又は１０年後の町のめざす姿（目的・目標）を設
定します。【施策のめざす姿】

②「めざす姿」と現状とのギャップ（問題）を明らかにし、ギャップ（問題）解決に向けた課題を設
定します。【現状と課題】

③現状と課題を踏まえ、「めざす姿」の実現に向け、ギャップ（問題）を解消するための解決策
（取り組みの方向と内容）を設定します。【施策の展開】

④施策の実現に当たり、欠かすことのできない具体的な取り組みとしての事業名をあげます。【主な
事業】

⑤施策の展開に当たり、より詳細で具体的な計画である個別計画名（例えば、子育てに関わる
「子ども・子育て支援事業計画」）をあげます。【個別計画】

次ページに上記の考え方と関係の概念図を示しますので、参考にしてください。

資料－８
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■計画策定に当たっての考え方の概念

４．シート提案メモ作成の担当分野
検討事項が多いため、部会ごとにまちづくり目標を分担し検討していただきます。分担と会議対応

下表のとおりです。
まちづくり目標と施策項目の具体的事項については、別添の後期基本計のたたき台を参照ください。

※会議の開催数と検討内容については、会議の進捗により変動することがあります。

部会名 会議の回数 担当分野

自治・行財政・教育文化・健
康福祉部会
【委員の部会構成は別添部会
別名簿を参照ください】

第２回 まちづくり目標１に該当する施策項目【終了】

第 3回
まちづくり目標２に該当する施策項目
まちづくり目標３に該当する施策項目
まちづくり目標７（行財政）に該当する施策項目

産業雇用・都市基盤・環境部
会
【委員の部会構成は別添部会
別名簿を参照ください】

第２回 まちづくり目標４に該当する施策項目【終了】

第３回
まちづくり目標５に該当する施策項目
まちづくり目標６に該当する施策項目

５年後の南風原
町の理想する姿
《めざす姿》

現在の状態

めざす姿と現状
の差＝問題点

問題解決に向
けた課題

問
題
解
決
に
向
け
た
対
策
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委員名

まちづくり目標 目標１ みんなで考え、みんなで創るわくわくするまち

目標達成の柱 １節 情報の共有でひらかれたまち

施策の展開項目 （１）町民と行政との情報共有の強化

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の３６～３７ページ

めざす姿の事例
町民ニーズに応じた情報媒体による伝達・発信がなされ、また互いの情報
交換できるシステムにより情報の共有が出来ています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標１ みんなで考え、みんなで創るわくわくするまち

目標達成の柱 １節 情報の共有でひらかれたまち

施策の展開項目 （２）町民ニーズを把握するための公聴制度の充実

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の３６～３７ページ

めざす姿の事例
様々な公聴会や委員会等に町民が参加しやすい仕組みの工夫があり、幅
広い層の町民参画と協働体制によるまちづくりが進められています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標１ みんなで考え、みんなで創るわくわくするまち

目標達成の柱 １節 情報の共有でひらかれたまち

施策の展開項目 （３）情報化の推進

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の３６～３７ページ

めざす姿の事例
電子申請による利便性の向上や ICT活用による事務の効率化が進み、
スマート自治体が実現しています。

めざす姿の提案
（記入欄）
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委員名

まちづくり目標 目標１ みんなで考え、みんなで創るわくわくするまち

目標達成の柱 ２節 自ら考え、行動し、みんなで創るまち

施策の展開項目 （１）住民自治の確立に向けた学びの場の充実

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の３８～４１ページ

めざす姿の事例
自治活動を担う人材育成や活動ノウハウの取得など、活動主体のニーズに
応じた学習機会の場が活発に展開されています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標１ みんなで考え、みんなで創るわくわくするまち

目標達成の柱 ２節 自ら考え、行動し、みんなで創るまち

施策の展開項目 （２）公共サービスの担い手の発掘・育成

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の３８～４１ページ

めざす姿の事例
多様化する地域の課題に取り組む人材の発掘と育成が、自治会や関係
団体の連携のもと、積極的に展開されています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標１ みんなで考え、みんなで創るわくわくするまち

目標達成の柱 ２節 自ら考え、行動し、みんなで創るまち

施策の展開項目 （３）多様な人材の積極的活用

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の３８～４１ページ

めざす姿の事例
多種・多様な能力を有する町民が、それぞれの能力に応じて積極的に活
用されています。

めざす姿の提案
（記入欄）
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委員名

まちづくり目標 目標１ みんなで考え、みんなで創るわくわくするまち

目標達成の柱 ２節 自ら考え、行動し、みんなで創るまち

施策の展開項目 （４）自治会加入の促進

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の３８～４１ページ

めざす姿の事例
地域づくりは住民自らにあることを知り、その活動母体である自治会に、ほ
ぼ全ての住民が加入しています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標１ みんなで考え、みんなで創るわくわくするまち

目標達成の柱 ２節 自ら考え、行動し、みんなで創るまち

施策の展開項目 （５）協働のまちづくりの実践

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の３８～４１ページ

めざす姿の事例
町民と行政とがまちづくりに関する情報を共有し、「協働のまちづくり推進協
議会」を核とした共同活動が実践されています。

めざす姿の提案
（記入欄）
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委員名

まちづくり目標 目標２ きらきらと輝く人が育つまち

目標達成の柱 １節 安らぎと豊かな人間関係、生きる力を育む、家庭環境

施策の展開項目 （１）家庭教育の重要性の周知

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の４２～４３ページ

めざす姿の事例
子どもが家庭で生きる力を育むことができるよう、生活習慣をはじめ家庭教
育の重要性に関する周知と支援が図られています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標２ きらきらと輝く人が育つまち

目標達成の柱 １節 安らぎと豊かな人間関係、生きる力を育む、家庭環境

施策の展開項目 （２）家庭教育を考える機会の充実

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の４２～４３ページ

めざす姿の事例
家庭教育の大切さや役割等に関する情報提供及び資質の向上につなが
る講座等が実施され、家庭教育を考える機会が充実しています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標２ きらきらと輝く人が育つまち

目標達成の柱 ２節 地域に学び、地域を愛する人を育む、ふるさと教育

施策の展開項目 （１）平和学習及び歴史学習の推進

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の４４～４７ページ

めざす姿の事例
戦争記録や戦跡などの史実を通しての生きた平和学習及び歴史学習が
行われています。

めざす姿の提案
（記入欄）
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委員名

まちづくり目標 目標２ きらきらと輝く人が育つまち

目標達成の柱 ２節 地域に学び、地域を愛する人を育む、ふるさと教育

施策の展開項目 （２）国際交流の推進

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の４４～４７ページ

めざす姿の事例
友好都市や移民者との交流、関係機関との連携等が活発に行われ、国
体的な視野を持った人材が育っています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標２ きらきらと輝く人が育つまち

目標達成の柱 ２節 地域に学び、地域を愛する人を育む、ふるさと教育

施策の展開項目 （３）学び・体験・交流の場や機会の充実

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の４４～４７ページ

めざす姿の事例
様々な機関による学びの場や体験の場が創出され、それぞれのニーズに合
った学習の機会と深化が得られています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標２ きらきらと輝く人が育つまち

目標達成の柱 ２節 地域に学び、地域を愛する人を育む、ふるさと教育

施策の展開項目 （４）文化・伝統・芸能等の保全、継承、活用

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の４４～４７ページ

めざす姿の事例
文化財の保全、伝統行事や芸能の継承が町ぐるみで展開され、この文化
資源が町の魅力を高め、観光や交流に生かされています。

めざす姿の提案
（記入欄）
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委員名

まちづくり目標 目標２ きらきらと輝く人が育つまち

目標達成の柱 ２節 地域に学び、地域を愛する人を育む、ふるさと教育

施策の展開項目 （５）スポーツ・レクリエーションの振興

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の４４～４７ページ

めざす姿の事例
町民のニーズ合ったスポーツやレクリエーションに取り組む機会が整い、日頃
楽しみ、そして活気ある大会などが開催されています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標２ きらきらと輝く人が育つまち

目標達成の柱 ３節 個性を伸ばし、豊かな心と健やかな体を地域と育む、学校教育

施策の展開項目 （１）豊かな心と健やかな体を育む学習内容の充実

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の４８～５１ページ

めざす姿の事例
幼児期からの一貫教育のカリキュラムが確立され、子どもの発達段階に応じ
た確かな生きる力が育まれています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標２ きらきらと輝く人が育つまち

目標達成の柱 ３節 個性を伸ばし、豊かな心と健やかな体を地域と育む、学校教育

施策の展開項目 （２）子どもたちの心身の健康づくりと安心して学ぶ環境づくり

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の４８～５１ページ

めざす姿の事例
子どもたちが安心かつ健康的に育つ環境が家庭や関係機関の連携により
築かれ、子どもたちは心身とも健やかに成長しています。

めざす姿の提案
（記入欄）
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委員名

まちづくり目標 目標２ きらきらと輝く人が育つまち

目標達成の柱 ３節 個性を伸ばし、豊かな心と健やかな体を地域と育む、学校教育

施策の展開項目 （３）地域と育む特色ある学校づくりと開かれた学校づくり

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の４８～５１ページ

めざす姿の事例
学校・家庭・地域の支援団体等が一体となって、全町民あげての地域に根
差した特色ある学校づくり展開されています。

めざす姿の提案
（記入欄）
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委員名

まちづくり目標 目標３ ちむぐくるでともにつくる福祉と健康のまち

目標達成の柱 １節 ちむぐくるで支えあう安心して暮らせるまち

施策の展開項目 （１）ともに支え合えるまちづくりの推進

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の５２～５５ページ

めざす姿の事例
町民と関係機関が一体となって地域の福祉活動に取り組み、ちむぐくるで
支え合い安心して暮らせる福祉のまちとなっています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標３ ちむぐくるでともにつくる福祉と健康のまち

目標達成の柱 １節 ちむぐくるで支えあう安心して暮らせるまち

施策の展開項目 （２）相談対応の充実及び各種制度の周知

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の５２～５５ページ

めざす姿の事例
町民の保健・医療・福祉に関する相談ニーズに対し、相談者の立場に立っ
た体制が整うとともに、制度利用に関する情報が周知されています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標３ ちむぐくるでともにつくる福祉と健康のまち

目標達成の柱 １節 ちむぐくるで支えあう安心して暮らせるまち

施策の展開項目 （３）ふれあい・交流・活動の場や機会の充実

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の５２～５５ページ

めざす姿の事例
地域における町民の福祉活動の周知・啓発により、活動人材が確保される
とともに、組織的な活動が活発に行われています。

めざす姿の提案
（記入欄）
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委員名

まちづくり目標 目標３ ちむぐくるでともにつくる福祉と健康のまち

目標達成の柱 １節 ちむぐくるで支えあう安心して暮らせるまち

施策の展開項目 （４）権利擁護等に関する制度の利用促進

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の５２～５５ページ

めざす姿の事例
人権擁護の周知、見守り体制や制度の充実により、認知症や障がい者及
び虐待等を受けている方が守られ、安心して暮らせるまちとなっています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標３ ちむぐくるでともにつくる福祉と健康のまち

目標達成の柱 ２節 健康づくりの推進

施策の展開項目 （１）生涯にわたって健康づくりに取り組める体制の整備

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の５６～５８ページ

めざす姿の事例
ライフステージに応じた健康づくりを推進するため、関係機関の連続・連携
体制の整備が進み、健康課題への自己管理能力が高まっています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標３ ちむぐくるでともにつくる福祉と健康のまち

目標達成の柱 ２節 健康づくりの推進

施策の展開項目 （２）予防活動の推進

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の５６～５８ページ

めざす姿の事例
生活習慣病予防の検診や保健指導・教育、健康相談などの徹底により、
健康的な生活習慣と予防が確立し、健康な生活を営んでいます。

めざす姿の提案
（記入欄）
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委員名

まちづくり目標 目標３ ちむぐくるでともにつくる福祉と健康のまち

目標達成の柱 ３節 子ども・子育て支援の充実

施策の展開項目 （１）待機児童の解消

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の５９～６２ページ

めざす姿の事例
保育所等の整備が進み待機児童は解消され、保育を望む全ての方が安
心して保育サービスを受けられ、子どもはすくすくと育っています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標３ ちむぐくるでともにつくる福祉と健康のまち

目標達成の柱 ３節 子ども・子育て支援の充実

施策の展開項目 （２）各種保育サービスの充実

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の５９～６２ページ

めざす姿の事例
子育てニーズに合った支援サービスの充実とスタッフの保育・教育能力の向
上などにより、子育ち・子育てしやすいまちとなっています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標３ ちむぐくるでともにつくる福祉と健康のまち

目標達成の柱 ３節 子ども・子育て支援の充実

施策の展開項目 （３）安心して子どもを産み育てるための支援の充実

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の５９～６２ページ

めざす姿の事例
子育て支援ネットワークや交流サロンの開設、子育て支援情報の提供、健
診や保健指導の充実により、子どもを産み育てやすいまちとなっています。

めざす姿の提案
（記入欄）
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委員名

まちづくり目標 目標３ ちむぐくるでともにつくる福祉と健康のまち

目標達成の柱 ３節 子ども・子育て支援の充実

施策の展開項目 （４）子どもが安全・安心に過ごすことができる居場所づくり

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の５９～６２ページ

めざす姿の事例
身近なところに放課後等の子どもが遊び・学びする居場所や支援があり、子
どもは友達らと生き生きと過ごし、保護者は安心して働いています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標３ ちむぐくるでともにつくる福祉と健康のまち

目標達成の柱 ３節 子ども・子育て支援の充実

施策の展開項目 （５）貧困の連鎖防止

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の５９～６２ページ

めざす姿の事例
貧困な子育て世帯への子どもの健全育成に向けた様々な支援や指導が
行われ、貧困の解消と連鎖がなくなり、子どもが安心して生活しています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標３ ちむぐくるでともにつくる福祉と健康のまち

目標達成の柱 ４節 障がい者（児）・高齢者支援の充実

施策の展開項目 （１）障がい者（児）を支える体制の強化とサービスの充実

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の６３～６６ページ

めざす姿の事例
障害のある方への生活・就労・活動などに関する様々な支援がなされ、障
がいがない方と同じように自立し、生きがいをもって暮らしています。

めざす姿の提案
（記入欄）
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委員名

まちづくり目標 目標３ ちむぐくるでともにつくる福祉と健康のまち

目標達成の柱 ４節 障がい者（児）・高齢者支援の充実

施策の展開項目 （２）高齢者を支える体制の強化とサービスの充実

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の６３～６６ページ

めざす姿の事例
高齢者に対し、地域での見守り、様々な福祉や介護に係るサービスが提供
され、住み慣れた地域で自立した生活と生きがいをもって暮らしています。

めざす姿の提案
（記入欄）
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委員名

まちづくり目標 目標４ 工夫と連携で産業が躍動するまち

目標達成の柱 １節 南風原産品を創り伸ばす農業の振興

施策の展開項目 （１）農業基盤の強化

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の６７～７０ページ

めざす姿の事例
農地の集約化や生産基盤の整備が進み、効率的で生産力の高い農業の
生産体制が整っています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標４ 工夫と連携で産業が躍動するまち

目標達成の柱 １節 南風原産品を創り伸ばす農業の振興

施策の展開項目 （２）農業経営の強化

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の６７～７０ページ

めざす姿の事例
南風原原産品による農のブランド化と地産地消のシステムが確立し、持続
可能な経営環境が創出されています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標４ 工夫と連携で産業が躍動するまち

目標達成の柱 １節 南風原産品を創り伸ばす農業の振興

施策の展開項目 （３）担い手の育成

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の６７～７０ページ

めざす姿の事例
新たな希望者や後継者への啓発と研修などの機会の設置、既農者の技
術向上の支援展開などにより、次代の担い手が育っています。

めざす姿の提案
（記入欄）



「施策のめざす姿」の検討・提案シート【改訂版】

16

委員名

まちづくり目標 目標４ 工夫と連携で産業が躍動するまち

目標達成の柱 １節 南風原産品を創り伸ばす農業の振興

施策の展開項目 （４）他産業との連携による６次産業化の推進

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の６７～７０ページ

めざす姿の事例
関連産業との連携による６次産業化が進み、農業の多角化とともに関連
産業の活性化、農の持つ多様な機能の活用が行われています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標４ 工夫と連携で産業が躍動するまち

目標達成の柱 ２節 賑わい・就労を創る商業、製造業、新規産業の振興

施策の展開項目 （１）商業、製造業等の既存産業の振興

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の７１～７４ページ

めざす姿の事例
産官学の連携による商工業の地場産業の立地や生産力の向上に向けた
支援展開により、持続可能な商工業が創出されています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標４ 工夫と連携で産業が躍動するまち

目標達成の柱 ２節 賑わい・就労を創る商業、製造業、新規産業の振興

施策の展開項目 （２）集積している産業を活かした新たな展開

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の７１～７４ページ

めざす姿の事例
企業の集積や特異技術などの強み産業の一層の進展に向けた支援によ
り、先端産業の集積と深化が進んでいます。

めざす姿の提案
（記入欄）
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委員名

まちづくり目標 目標４ 工夫と連携で産業が躍動するまち

目標達成の柱 ２節 賑わい・就労を創る商業、製造業、新規産業の振興

施策の展開項目 （３）企業の相談・支援、雇用促進

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の７１～７４ページ

めざす姿の事例
関係機関との連携による企業の経営相談、起業支援、雇用支援などによ
り、安定的な経営と雇用が創出されています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標４ 工夫と連携で産業が躍動するまち

目標達成の柱 ２節 賑わい・就労を創る商業、製造業、新規産業の振興

施策の展開項目 （４）企業進出の環境整備

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の７１～７４ページ

めざす姿の事例
戦略的な企業誘致を促進するための用地の確保をはじめとする立地環境
の整備が進んでいます。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標４ 工夫と連携で産業が躍動するまち

目標達成の柱 ３節 地域の連携で創る観光の振興

施策の展開項目 （１）観光振興計画の着実な推進と体制の強化

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の７５～７７ページ

めざす姿の事例
町民や関係機関との連携による観光に携わる人材の育成、ホスピタリティー
実現などをはじめ、着実な観光の推進と体制が築かれています。

めざす姿の提案
（記入欄）
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委員名

まちづくり目標 目標４ 工夫と連携で産業が躍動するまち

目標達成の柱 ３節 地域の連携で創る観光の振興

施策の展開項目 （２）新たな観光資源の整備・活用

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の７５～７７ページ

めざす姿の事例
新たな観光の魅力づくりに向けた多種・多様な資源の発掘がなされ、活用
プログラムの構築が進められています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標４ 工夫と連携で産業が躍動するまち

目標達成の柱 ３節 地域の連携で創る観光の振興

施策の展開項目 （３）既存資源の活用・魅力向上の推進

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の７５～７７ページ

めざす姿の事例
既存の本町ならではの資源やプログラムをさらなる魅力アップの進化が図ら
れ、観光客が増加とともに、魅力的な地域環境が創出しています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標４ 工夫と連携で産業が躍動するまち

目標達成の柱 ３節 地域の連携で創る観光の振興

施策の展開項目 （４）観光情報発信の充実

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の７５～７７ページ

めざす姿の事例
ブランドイメージの形成、戦略的な情報の発信、町民参加によるプロモーシ
ョン機能の強化などが推進され、町内外で活動が展開されています。

めざす姿の提案
（記入欄）
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委員名

まちづくり目標 目標４ 工夫と連携で産業が躍動するまち

目標達成の柱 ４節 歴史と伝統を誇る工芸産業の振興

施策の展開項目 （１）経営環境の改善への支援

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の７８～８０ページ

めざす姿の事例
伝統工芸産業の一層のブランド化の強化や情報発信がなされ、需要量が
伸び認知度も高まっています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標４ 工夫と連携で産業が躍動するまち

目標達成の柱 ４節 歴史と伝統を誇る工芸産業の振興

施策の展開項目 （２）後継者育成支援

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の７８～８０ページ

めざす姿の事例
体験学習機会の充実、専門分野のコーディネーターの育成などにより、後
継者が育っています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標４ 工夫と連携で産業が躍動するまち

目標達成の柱 ４節 歴史と伝統を誇る工芸産業の振興

施策の展開項目 （３）観光関連産業等との連携による展開

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の７８～８０ページ

めざす姿の事例
観光をはじめ、他産業及び他地域との連携などにより、伝統工芸産業のブ
ランド化と経営体の増進が進んでいます。

めざす姿の提案
（記入欄）
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委員名

まちづくり目標 目標５ みどりとまちが調和した安全・安心のまち

目標達成の柱 １節 安全・安心に暮らせるまちづくり

施策の展開項目 （１）防災体制の強化と推進

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の８１～８３ページ

めざす姿の事例
地域防災計画に基づく体制の整備が進み、いざという時の行動体制や防
災資源の備えが整っています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標５ みどりとまちが調和した安全・安心のまち

目標達成の柱 １節 安全・安心に暮らせるまちづくり

施策の展開項目 （２）地域と協働した防犯・安全体制の確立と推進

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の８１～８３ページ

めざす姿の事例
地域との協働による安全・防犯体制や施設の整備が進み、町民は安全な
生活を営んでいます。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標５ みどりとまちが調和した安全・安心のまち

目標達成の柱 １節 安全・安心に暮らせるまちづくり

施策の展開項目 （３）減災のまちづくりへの取り組み

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の８１～８３ページ

めざす姿の事例
災害が発生したときに、災害を最小限とするための対策が継続的に進めら
れ、より一層の安全性が高まっています。

めざす姿の提案
（記入欄）
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委員名

まちづくり目標 目標５ みどりとまちが調和した安全・安心のまち

目標達成の柱 ２節 快適で文化的に暮らせるまちづくり

施策の展開項目 （１）緑地の保全

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の８４～８７ページ

めざす姿の事例
丘陵地をはじめとする緑地の保全や荒廃地の緑化図が進み、緑豊かな景
観の創出と国土保全の機能が高まっています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標５ みどりとまちが調和した安全・安心のまち

目標達成の柱 ２節 快適で文化的に暮らせるまちづくり

施策の展開項目 （２）公園・広場の整備

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の８４～８７ページ

めざす姿の事例
身近なところに公園の整備と住民の手入れなどにより、親しみと愛着の持て
る公園となり、子育てや暮らしに潤いを与えています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標５ みどりとまちが調和した安全・安心のまち

目標達成の柱 ２節 快適で文化的に暮らせるまちづくり

施策の展開項目 （３）水辺空間の保全・活用及び水と緑のネットワーク

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の８４～８７ページ

めざす姿の事例
水辺環境の保全と整備の進捗とともに、水辺へのふれあい機会が増え、人
と自然との共生が創出されています。

めざす姿の提案
（記入欄）
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委員名

まちづくり目標 目標５ みどりとまちが調和した安全・安心のまち

目標達成の柱 ２節 快適で文化的に暮らせるまちづくり

施策の展開項目 （４）個性ある美しい住環境の保全・創出

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の８４～８７ページ

めざす姿の事例
住宅地の緑化や景観形成が町民との協働により進み、美しく魅力ある住ま
い環境が創出しています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標５ みどりとまちが調和した安全・安心のまち

目標達成の柱 ２節 快適で文化的に暮らせるまちづくり

施策の展開項目 （５）都市と農村の調和

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の８４～８７ページ

めざす姿の事例
快適で利便性が高く、都市と農村が調和する田園都市としてのイメージ形
成に向けた土地利用や基盤整備が進んでいます。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標５ みどりとまちが調和した安全・安心のまち

目標達成の柱 ２節 快適で文化的に暮らせるまちづくり

施策の展開項目 （６）下水道整備の促進

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の８４～８７ページ

めざす姿の事例
水循環を基本とした雨水や下水の排水処理が進み、安全性の高まりや生
活質の向上がみられ、快適な住環境が創出しています。

めざす姿の提案
（記入欄）
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委員名

まちづくり目標 目標５ みどりとまちが調和した安全・安心のまち

目標達成の柱 ３節 利便性のよい魅力あるまちづくり

施策の展開項目 （１）広域交通幹線軸と連携した町内道路交通ネットワークの整備

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の８８～９０ページ

めざす姿の事例
道路の役割に応じた機能連携による利便性の向上と安全な道路の整備
が進み、良好な道路網が形成されています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標５ みどりとまちが調和した安全・安心のまち

目標達成の柱 ３節 利便性のよい魅力あるまちづくり

施策の展開項目 （２）公共交通の利便性の向上

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の８８～９０ページ

めざす姿の事例
通勤・通学や高齢者など、様々なニーズ対応した利便性の高い利用しやす
い公共交通のシステムの整備が進み、利用者が増加しています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標５ みどりとまちが調和した安全・安心のまち

目標達成の柱 ３節 利便性のよい魅力あるまちづくり

施策の展開項目 （３）公共施設等のユニバーサルデザインの推進

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の８８～９０ページ

めざす姿の事例
公的な空間や施設におけるユニバーサルデザインの導入が進み、配慮を必
要とする方をはじめ、全ての方が利用しやすい空間・施設となっています。

めざす姿の提案
（記入欄）
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委員名

まちづくり目標 目標６ 環境と共生する美しく住みよいまち

目標達成の柱 １節 環境への取り組み

施策の展開項目 （１）ごみ減量化に向けた取り組みの推進

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の９１～９３ページ

めざす姿の事例
５R活動の推進や環境学習の充実などにより、ごみが年々減少し、地球に
やさしく、清潔で美しいまちとなっています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標６ 環境と共生する美しく住みよいまち

目標達成の柱 １節 環境への取り組み

施策の展開項目 （２）行政・町民等との連携による循環型社会の構築

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の９１～９３ページ

めざす姿の事例
はえばるリサイクルループの取り組みの浸透により、廃棄物の抑制、循環的
な利用、適正処分などが進み、環境への負荷の少ないまちとなっています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 目標６ 環境と共生する美しく住みよいまち

目標達成の柱 １節 環境への取り組み

施策の展開項目 （３）公害及び環境衛生等の対策

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の９１～９３ページ

めざす姿の事例
公害発生の予防と抑制、危険動物や害虫への適正対応措置、不法投棄
防止対策等の強化により、良好な生活環境が創出されています。

めざす姿の提案
（記入欄）
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委員名

まちづくり目標 （目標７） 行財政計画

目標達成の柱 １節 効率的で健全な行財政運営

施策の展開項目 （１）効率的な行政運営の推進

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の９４～９８ページ

めざす姿の事例
PDCA サイクルの徹底や民間活力の活用、ICT の活用、効果的な組織
運用などにより、効率的かつ効果的な行政サービスが行われています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 （目標７） 行財政計画

目標達成の柱 １節 効率的で健全な行財政運営

施策の展開項目 （２）健全な財政運営の推進

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の９４～９８ページ

めざす姿の事例
予算の計画的な執行や公共施設の長期的な視点での整備・運用、事務
事業の効率化と自主財源の確保により、健全な財政運営となっています。

めざす姿の提案
（記入欄）

委員名

まちづくり目標 （目標７） 行財政計画

目標達成の柱 １節 効率的で健全な行財政運営

施策の展開項目 （３）広域行政の推進

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の９４～９８ページ

めざす姿の事例
ごみ処理や消防、道路の整備などをはじめ、関係市町村や国・県などの関
係機関と広域連携が進み、効率的な社会基盤の整備が進んでいます。

めざす姿の提案
（記入欄）
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委員名

まちづくり目標 （目標７） 行財政計画

目標達成の柱 １節 効率的で健全な行財政運営

施策の展開項目 （４）職員の人材育成

計画たたき台のページ 後期基本計画たたき台の９４～９８ページ

めざす姿の事例
職員の資質や専門的な職務能力の向上プログラムの充実により、行政課
題解決に積極的に取り組む、自治運営の担い手人材となっています。

めざす姿の提案
（記入欄）


