
 

1 

 

    ≪≪≪≪市長市長市長市長のののの施政方針施政方針施政方針施政方針より≫より≫より≫より≫    

    

５５５５    平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度当初当初当初当初予算案予算案予算案予算案のののの概要概要概要概要        

        それではそれではそれではそれでは、、、、第第第第２６２６２６２６号議案号議案号議案号議案からからからから第第第第３３３３３３３３号議案号議案号議案号議案、、、、平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年

度度度度のののの各会計各会計各会計各会計当初予算案当初予算案当初予算案当初予算案のののの概要概要概要概要についてについてについてについて御説明御説明御説明御説明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

平成平成平成平成３０３０３０３０年度当初予算年度当初予算年度当初予算年度当初予算はははは、、、、私私私私がががが初初初初めてめてめてめて編成編成編成編成するするするする通年予算通年予算通年予算通年予算

でありでありでありであり、、、、「「「「誇誇誇誇りをりをりをりを持持持持ってってってって暮暮暮暮らせるらせるらせるらせるまちまちまちまち三木三木三木三木」」」」のまちづくりにのまちづくりにのまちづくりにのまちづくりに

向向向向けたけたけたけた本格的本格的本格的本格的なスタートのなスタートのなスタートのなスタートの年年年年とととと位置位置位置位置づけづけづけづけ、、、、私私私私がががが公約公約公約公約でででで掲掲掲掲げげげげ

たたたた三木創生三木創生三木創生三木創生への５つのへの５つのへの５つのへの５つの基本方針基本方針基本方針基本方針、、、、すなわちすなわちすなわちすなわち    

①①①①教育環境教育環境教育環境教育環境のののの整備整備整備整備・・・・充実充実充実充実    

②②②②地域地域地域地域にににに根根根根ざしたざしたざしたざした仕事仕事仕事仕事のののの創出創出創出創出    

③③③③地域資源地域資源地域資源地域資源をををを活活活活かしたかしたかしたかした観光振興観光振興観光振興観光振興    

④④④④安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なふるさとのなふるさとのなふるさとのなふるさとの構築構築構築構築    

⑤⑤⑤⑤広域公共交通網広域公共交通網広域公共交通網広域公共交通網のののの整備整備整備整備    

をををを施策施策施策施策のののの柱柱柱柱としてとしてとしてとして進進進進めるためめるためめるためめるため、、、、市民目線市民目線市民目線市民目線にににに立立立立ったったったった予算編成予算編成予算編成予算編成

にににに意意意意をををを用用用用いたいたいたいた次第次第次第次第ですですですです。。。。    

    

(1(1(1(1))))    一般会計一般会計一般会計一般会計のののの歳入歳入歳入歳入、、、、歳出歳出歳出歳出    

一般会計一般会計一般会計一般会計のののの歳入歳入歳入歳入、、、、歳出歳出歳出歳出についてはについてはについてはについては、、、、当初予算当初予算当初予算当初予算にににに計上計上計上計上すべすべすべすべ

きききき額額額額はははは、、、、総計予算主義総計予算主義総計予算主義総計予算主義のののの原則原則原則原則にににに則則則則りりりり、、、、平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度１２１２１２１２月月月月

〔〔〔〔別紙別紙別紙別紙①①①①〕〕〕〕     
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補正後補正後補正後補正後のののの予算予算予算予算をベースとしをベースとしをベースとしをベースとし、、、、平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度にににに見込見込見込見込まれるまれるまれるまれる収収収収

入入入入支出支出支出支出ののののすべてすべてすべてすべてをををを適切適切適切適切にににに見積見積見積見積もりもりもりもり計上計上計上計上しましたしましたしましたしました。。。。    

歳入歳入歳入歳入についてについてについてについて、、、、まずまずまずまず市税市税市税市税ではではではでは家屋家屋家屋家屋のののの固定資産税固定資産税固定資産税固定資産税が３が３が３が３年年年年にににに

一度一度一度一度のののの評価替評価替評価替評価替えのえのえのえの年年年年にににに当当当当たることなどによりたることなどによりたることなどによりたることなどにより減額減額減額減額をををを見込見込見込見込むむむむ

とともにとともにとともにとともに、、、、市民税市民税市民税市民税はははは、、、、景気景気景気景気のののの緩緩緩緩やかなやかなやかなやかな回復回復回復回復のののの影響影響影響影響はあるもはあるもはあるもはあるも

のののののののの、、、、生産年齢人口生産年齢人口生産年齢人口生産年齢人口のののの減少減少減少減少によりによりによりにより横横横横ばいをばいをばいをばいを見込見込見込見込むなどむなどむなどむなど、、、、前前前前

年度比年度比年度比年度比５５５５，，，，７００７００７００７００万円万円万円万円、、、、００００．．．．５５５５％％％％減減減減の１１１の１１１の１１１の１１１億億億億８００８００８００８００万円万円万円万円

としておりますとしておりますとしておりますとしております。。。。    

地方消費税交付金地方消費税交付金地方消費税交付金地方消費税交付金はははは、、、、ここここここここ数年数年数年数年のののの決算状況決算状況決算状況決算状況やややや地方財政計地方財政計地方財政計地方財政計

画画画画、、、、兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県のののの見込見込見込見込みみみみなどなどなどなどからからからから、、、、前年前年前年前年度比度比度比度比１１１１億億億億５５５５，，，，００００００００００００万万万万

円円円円、、、、９９９９．．．．６６６６％％％％減減減減の１４の１４の１４の１４億億億億２２２２，，，，００００００００００００万円万円万円万円となるなどとなるなどとなるなどとなるなど、、、、国国国国・・・・

県県県県からのからのからのからの譲与税譲与税譲与税譲与税、、、、交付金全体交付金全体交付金全体交付金全体ではではではでは前年前年前年前年度度度度比比比比２２２２億億億億３３３３,,,,３３３３００００００００万万万万

円円円円、、、、８８８８．．．．２２２２％％％％減減減減の２５の２５の２５の２５億億億億９９９９，，，，８００８００８００８００万円万円万円万円とととと大幅大幅大幅大幅なななな減額減額減額減額をををを見見見見

込込込込んんんんでおりますでおりますでおりますでおります。。。。    

地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税はははは、、、、合併特例加算合併特例加算合併特例加算合併特例加算が５０が５０が５０が５０％％％％減額減額減額減額となるもののとなるもののとなるもののとなるものの、、、、

市税市税市税市税のののの減少減少減少減少などなどなどなどによりによりによりにより、、、、基準財政収入額基準財政収入額基準財政収入額基準財政収入額のののの減少減少減少減少がががが見込見込見込見込まれまれまれまれ

ることなどからることなどからることなどからることなどから、、、、前前前前年度比年度比年度比年度比７７７７，，，，２００２００２００２００万円万円万円万円、、、、１１１１．．．．４４４４％％％％増増増増のののの

５３５３５３５３億億億億８８８８，，，，００００００００００００万円万円万円万円をををを見込見込見込見込んでおりますんでおりますんでおりますんでおります。。。。    

        国国国国・・・・県支出金県支出金県支出金県支出金はははは、、、、道路道路道路道路・・・・橋梁橋梁橋梁橋梁などのなどのなどのなどの整備整備整備整備にににに係係係係るるるる社会資本社会資本社会資本社会資本

整備総合交付金整備総合交付金整備総合交付金整備総合交付金についてについてについてについて、、、、ここここここここ数年数年数年数年のののの決算状況決算状況決算状況決算状況からからからから減額減額減額減額をををを
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見込見込見込見込まざるをまざるをまざるをまざるを得得得得ないもののないもののないもののないものの、、、、児童福祉事業児童福祉事業児童福祉事業児童福祉事業、、、、障害者福祉事障害者福祉事障害者福祉事障害者福祉事

業業業業にににに係係係係るるるる補助金補助金補助金補助金のののの増加増加増加増加によりによりによりにより、、、、前年度比前年度比前年度比前年度比２２２２億億億億１１１１，，，，５００５００５００５００万万万万

円円円円、、、、３３３３．．．．７７７７％％％％増増増増の５９の５９の５９の５９億億億億８８８８，，，，６００６００６００６００万円万円万円万円としておりますとしておりますとしておりますとしております。。。。    

        市債市債市債市債についてはについてはについてはについては、、、、借入後借入後借入後借入後１０１０１０１０年年年年をををを迎迎迎迎ええええ、、、、借借借借りりりり換換換換えるえるえるえる借換借換借換借換

債債債債はははは、、、、前年前年前年前年より７より７より７より７億円減億円減億円減億円減の６の６の６の６億億億億２２２２，，，，５００５００５００５００万円万円万円万円となるとなるとなるとなる一方一方一方一方、、、、

公共施設公共施設公共施設公共施設のののの改修改修改修改修ののののほかほかほかほか、、、、社会資本社会資本社会資本社会資本のののの整備整備整備整備にににに充充充充てるためてるためてるためてるためのののの市市市市

債債債債はははは、、、、緊急防災緊急防災緊急防災緊急防災・・・・減災事業債減災事業債減災事業債減災事業債やややや地域活性化地域活性化地域活性化地域活性化事業事業事業事業債債債債などなどなどなど、、、、国国国国

のののの財政支援財政支援財政支援財政支援があるがあるがあるがある有利有利有利有利なななな起債起債起債起債をををを最大限活用最大限活用最大限活用最大限活用することとしすることとしすることとしすることとし、、、、

借換債借換債借換債借換債をををを除除除除いたいたいたいた市債市債市債市債のののの発行額発行額発行額発行額はははは前年度比前年度比前年度比前年度比５５５５億円増億円増億円増億円増の２６の２６の２６の２６億億億億

円円円円でででで、、、、総額総額総額総額ではではではでは、、、、前年度比前年度比前年度比前年度比２２２２億円億円億円億円、、、、５５５５．．．．９９９９％％％％減減減減の３２の３２の３２の３２億億億億２２２２，，，，

５００５００５００５００万円万円万円万円となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

次次次次にににに、、、、歳出歳出歳出歳出につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、「、「、「、「入入入入るをるをるをるを計計計計りてりてりてりて出出出出ずるをずるをずるをずるを制制制制すすすす」」」」

をををを基本姿勢基本姿勢基本姿勢基本姿勢としつつもとしつつもとしつつもとしつつも、、、、認定認定認定認定こどもこどもこどもこども園園園園のののの待機児童解消待機児童解消待機児童解消待機児童解消などなどなどなど

子育子育子育子育てててて支援施策支援施策支援施策支援施策、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者やややや障害者福祉施策障害者福祉施策障害者福祉施策障害者福祉施策、、、、市民市民市民市民のののの安心安心安心安心・・・・

安全安全安全安全をををを守守守守ることをることをることをることを最優先最優先最優先最優先としたとしたとしたとした文化会館文化会館文化会館文化会館、、、、学校学校学校学校、、、、公民館等公民館等公民館等公民館等

のののの公共施設公共施設公共施設公共施設のののの改修改修改修改修、、、、移住移住移住移住・・・・定住促進定住促進定住促進定住促進などなどなどなどのののの地方創生地方創生地方創生地方創生施策施策施策施策なななな

どどどど、、、、真真真真にににに必要必要必要必要なななな施策施策施策施策をををを推進推進推進推進するためのするためのするためのするための予算編成予算編成予算編成予算編成をををを行行行行ったったったった結結結結

果果果果、、、、一般会計一般会計一般会計一般会計ではではではでは、、、、前年度比前年度比前年度比前年度比７７７７億億億億３３３３，，，，００００００００００００万円万円万円万円、、、、２２２２．．．．４４４４％％％％

増増増増のののの３１６３１６３１６３１６億億億億１１１１，，，，００００００００００００万円万円万円万円としましたとしましたとしましたとしました。。。。    

なおなおなおなお、、、、市税市税市税市税やややや国国国国・・・・県県県県からのからのからのからの譲与税譲与税譲与税譲与税、、、、交付金交付金交付金交付金などなどなどなどがががが減少減少減少減少すすすす
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るるるる一方一方一方一方、、、、市単独事業費市単独事業費市単独事業費市単独事業費のののの増加増加増加増加などによりなどによりなどによりなどにより一般財源一般財源一般財源一般財源にににに不足不足不足不足がががが

生生生生じることとなるためじることとなるためじることとなるためじることとなるため、、、、財政基金及財政基金及財政基金及財政基金及びびびび減債基金減債基金減債基金減債基金６６６６億億億億２２２２，，，，８８８８

００００００００万円万円万円万円、、、、公共施設整備基金公共施設整備基金公共施設整備基金公共施設整備基金などなどなどなど特定目的基金特定目的基金特定目的基金特定目的基金を５を５を５を５億億億億４４４４，，，，

１００１００１００１００万円万円万円万円、、、、合計合計合計合計１１１１１１１１億億億億６６６６，，，，９００９００９００９００万円万円万円万円をををを取取取取りりりり崩崩崩崩しししし収支収支収支収支のののの

均衡均衡均衡均衡をををを保保保保たざるをたざるをたざるをたざるを得得得得ないないないない状況状況状況状況ですですですです。。。。    

そのそのそのその結果結果結果結果、、、、基金基金基金基金残高残高残高残高のののの総額総額総額総額は４３は４３は４３は４３億億億億１１１１，，，，６００６００６００６００万円万円万円万円となとなとなとな

るるるる見込見込見込見込みでありみでありみでありみであり、、、、このままこのままこのままこのまま手手手手をこまねいていればをこまねいていればをこまねいていればをこまねいていれば、、、、基金基金基金基金はははは

５５５５年年年年でででで底底底底をついてをついてをついてをついてしまうことになりかねませんしまうことになりかねませんしまうことになりかねませんしまうことになりかねません。。。。    

このこのこのこの状況状況状況状況をををを回避回避回避回避するするするするためためためため、、、、平成平成平成平成３０３０３０３０年度中年度中年度中年度中にににに、、、、徹底徹底徹底徹底したしたしたした

事業事業事業事業のののの見直見直見直見直ししししによるによるによるによる経費経費経費経費のののの抑制抑制抑制抑制とととと重点化重点化重点化重点化、「、「、「、「選択選択選択選択とととと集中集中集中集中」」」」をををを

進進進進めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、自主財源自主財源自主財源自主財源のののの確保確保確保確保をををを図図図図るためるためるためるため、、、、中長期的中長期的中長期的中長期的なななな

視点視点視点視点にににに立立立立ちちちち、、、、今後今後今後今後のののの財政運営財政運営財政運営財政運営のののの方針方針方針方針をををを検討検討検討検討しますしますしますします。。。。    

(2(2(2(2))))    特別会計特別会計特別会計特別会計、、、、企業会計企業会計企業会計企業会計    

特別会計特別会計特別会計特別会計につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、介護保険特別会計及介護保険特別会計及介護保険特別会計及介護保険特別会計及びびびび後期高後期高後期高後期高

齢者医療事業特別会計齢者医療事業特別会計齢者医療事業特別会計齢者医療事業特別会計はははは、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者のののの増加等増加等増加等増加等によりによりによりにより増額増額増額増額とととと

なっているもののなっているもののなっているもののなっているものの、、、、国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計ではではではでは、、、、平成平成平成平成３０３０３０３０

年度年度年度年度からからからから事業事業事業事業のののの財政運営財政運営財政運営財政運営のののの責任責任責任責任主体主体主体主体がががが都道府県都道府県都道府県都道府県となることとなることとなることとなること

によりによりによりにより減額減額減額減額となるなどとなるなどとなるなどとなるなど、、、、農業共済事業特別会計農業共済事業特別会計農業共済事業特別会計農業共済事業特別会計、、、、学校給食学校給食学校給食学校給食

事業特別会計事業特別会計事業特別会計事業特別会計をををを合合合合わせた５つのわせた５つのわせた５つのわせた５つの特別会計特別会計特別会計特別会計のののの予算総額予算総額予算総額予算総額はははは、、、、前前前前

年度比年度比年度比年度比１５１５１５１５億億億億７７７７，，，，８００８００８００８００万円万円万円万円、、、、７７７７．．．．８８８８％％％％減減減減の１８５の１８５の１８５の１８５億億億億４４４４，，，，
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８００８００８００８００万円万円万円万円となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。    

企業会計企業会計企業会計企業会計につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、水道事業会計水道事業会計水道事業会計水道事業会計はははは、、、、前年度比前年度比前年度比前年度比１１１１

億億億億５５５５,,,,１６１１６１１６１１６１万円万円万円万円、、、、６６６６．．．．００００％％％％減減減減のののの２３２３２３２３億億億億９９９９,,,,１２８１２８１２８１２８万円万円万円万円、、、、下下下下

水道事業会計水道事業会計水道事業会計水道事業会計はははは、、、、前年度比前年度比前年度比前年度比１１１１億億億億７７７７，，，，１１４１１４１１４１１４万円万円万円万円、、、、３３３３．．．．３３３３％％％％

減減減減のののの５０５０５０５０億億億億２２２２,,,,７９１７９１７９１７９１万円万円万円万円となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。    

平成平成平成平成３０３０３０３０年度当初予算全体年度当初予算全体年度当初予算全体年度当初予算全体ではではではでは、、、、前年度比前年度比前年度比前年度比１１１１１１１１億億億億７７７７，，，，００００

７４７４７４７４万万万万７７７７千円千円千円千円、、、、２２２２．．．．００００％％％％減減減減のののの５７５５７５５７５５７５億億億億７７７７，，，，７１９７１９７１９７１９万万万万１１１１千円千円千円千円

となったとなったとなったとなった次第次第次第次第ですですですです。。。。    

    

６６６６    平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度のののの重点事業重点事業重点事業重点事業    

        次次次次にににに、、、、先先先先にににに述述述述べました５つのべました５つのべました５つのべました５つの施策施策施策施策のののの柱柱柱柱にににに沿沿沿沿ってってってって、、、、平成平成平成平成        

３０３０３０３０年度年度年度年度にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ重点重点重点重点事業事業事業事業についてについてについてについて御説明御説明御説明御説明申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

(1)(1)(1)(1)    教育環境教育環境教育環境教育環境のののの整備整備整備整備・・・・充実充実充実充実    

まずまずまずまず、、、、施策施策施策施策のののの柱柱柱柱のののの１１１１つつつつ目目目目はははは、、、、三木三木三木三木のののの未来未来未来未来をををを担担担担うううう子子子子どもたどもたどもたどもた

ちのちのちのちの健健健健やかやかやかやかでででで心豊心豊心豊心豊かにかにかにかに生生生生きるきるきるきる力力力力をををを育育育育むためむためむためむため「「「「教育環境教育環境教育環境教育環境のののの整整整整

備備備備・・・・充実充実充実充実」」」」ですですですです。。。。    

    ①①①①    教育施設教育施設教育施設教育施設のののの整備整備整備整備     

        学校園施設学校園施設学校園施設学校園施設はははは、、、、そのそのそのその多多多多くがくがくがくが昭和昭和昭和昭和４０４０４０４０年代年代年代年代から５０から５０から５０から５０年代年代年代年代のののの

人口急増期人口急増期人口急増期人口急増期にににに建設建設建設建設されされされされ、、、、老朽化老朽化老朽化老朽化がががが進進進進んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。    

        児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒のののの安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心をををを確保確保確保確保するためするためするためするため、、、、学校施設学校施設学校施設学校施設のののの改改改改
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修等修等修等修等をををを計画的計画的計画的計画的、、、、効率的効率的効率的効率的にににに進進進進めるめるめるめるにあたりにあたりにあたりにあたり、、、、長期改修長期改修長期改修長期改修計画計画計画計画をををを

策定策定策定策定しますしますしますします。。。。    

        家庭家庭家庭家庭でででで洋式洋式洋式洋式トイレがトイレがトイレがトイレが一般化一般化一般化一般化しているしているしているしている中中中中、、、、児童児童児童児童がががが学学学学校生活校生活校生活校生活

をををを快適快適快適快適にににに過過過過ごせるようごせるようごせるようごせるよう、、、、三木小学校三木小学校三木小学校三木小学校、、、、みなぎみなぎみなぎみなぎ台小学校台小学校台小学校台小学校のトのトのトのト

イレにイレにイレにイレに洋式便器洋式便器洋式便器洋式便器をををを設置設置設置設置しますしますしますします。。。。これによりこれによりこれによりこれにより全全全全てのてのてのての小中学校小中学校小中学校小中学校

でででで、、、、県基準県基準県基準県基準によるによるによるによるトイレのトイレのトイレのトイレの洋式化洋式化洋式化洋式化がががが完了完了完了完了しますしますしますします。。。。またまたまたまた、、、、児児児児

童生徒童生徒童生徒童生徒のののの学校園活動学校園活動学校園活動学校園活動にににに支障支障支障支障がないようがないようがないようがないよう施設施設施設施設、、、、設備設備設備設備のののの維持補維持補維持補維持補

修修修修をををを進進進進めますめますめますめます。。。。    

小学校小学校小学校小学校ではではではでは、、、、校庭校庭校庭校庭のののの一部一部一部一部のののの芝生化芝生化芝生化芝生化をををを進進進進めめめめ、、、、学校緑化学校緑化学校緑化学校緑化とととと憩憩憩憩

いのいのいのいの場場場場づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めますめますめますめます。。。。    

        教育教育教育教育センターではセンターではセンターではセンターでは、、、、学校園学校園学校園学校園のののの教育情報教育情報教育情報教育情報システムをシステムをシステムをシステムを更新更新更新更新しししし、、、、

情報教育情報教育情報教育情報教育、、、、学校園事務学校園事務学校園事務学校園事務のののの向上向上向上向上をををを図図図図りますりますりますります。。。。またまたまたまた、、、、教育教育教育教育センセンセンセン

ターターターター及及及及びびびび併設併設併設併設のののの児童児童児童児童センターはセンターはセンターはセンターは開設以来開設以来開設以来開設以来２２２２２２２２年年年年がががが経過経過経過経過しししし、、、、

空調設備空調設備空調設備空調設備がががが老朽化老朽化老朽化老朽化しているためしているためしているためしているため施設運営施設運営施設運営施設運営にににに支障支障支障支障がないようがないようがないようがないよう

更新更新更新更新しますしますしますします。。。。    

    ②②②②    すべてのすべてのすべてのすべての子子子子どものどものどものどもの学習学習学習学習機会機会機会機会のののの確保確保確保確保    

グローバルグローバルグローバルグローバル化化化化やややや情報情報情報情報化化化化がががが急速急速急速急速にににに進進進進むむむむ社会社会社会社会にあってにあってにあってにあって、、、、一人一人一人一人

一人一人一人一人がががが多様多様多様多様なななな個性個性個性個性やややや能力能力能力能力をををを発揮発揮発揮発揮しししし、、、、新新新新たなたなたなたな価値価値価値価値をををを創造創造創造創造できできできでき

るるるる人材人材人材人材のののの育成育成育成育成がががが重要重要重要重要ですですですです。。。。そのためにそのためにそのためにそのために、、、、学校教育学校教育学校教育学校教育においてにおいてにおいてにおいて

はははは、、、、「「「「すべてのすべてのすべてのすべての子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの多様多様多様多様なななな個性個性個性個性がががが尊重尊重尊重尊重されるされるされるされる教育教育教育教育」」」」
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にににに取取取取りりりり組組組組んでいんでいんでいんでいくくくく必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。     

そこでそこでそこでそこで、、、、特別特別特別特別なななな支援支援支援支援をををを必要必要必要必要とするとするとするとする児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの日常日常日常日常生活生活生活生活やややや

学習指導学習指導学習指導学習指導のサポートをのサポートをのサポートをのサポートを行行行行うううう特別支援教育指導補助員特別支援教育指導補助員特別支援教育指導補助員特別支援教育指導補助員をををを、、、、小小小小

学校学校学校学校全体全体全体全体で２で２で２で２名増員名増員名増員名増員しししし、、、、支援体制支援体制支援体制支援体制をををを充実充実充実充実しますしますしますします。。。。     

貧困貧困貧困貧困やややや虐待虐待虐待虐待などなどなどなど、、、、子子子子どものどものどものどもの背景背景背景背景にあるにあるにあるにある多様化多様化多様化多様化・・・・複雑化複雑化複雑化複雑化しししし

たたたた課題解決課題解決課題解決課題解決にににに向向向向けたけたけたけた相談相談相談相談・・・・支援体制支援体制支援体制支援体制をををを充実充実充実充実するためするためするためするため、、、、現在現在現在現在

４４４４中学校校区中学校校区中学校校区中学校校区にににに配置配置配置配置ししししているているているているスクールソーシャルワーカースクールソーシャルワーカースクールソーシャルワーカースクールソーシャルワーカー

をををを６６６６中学校校区中学校校区中学校校区中学校校区にににに増増増増やしますやしますやしますやします。。。。     

近年近年近年近年、、、、市内市内市内市内にににに在住在住在住在住するするするする外国人外国人外国人外国人のののの増加増加増加増加にににに伴伴伴伴いいいい、、、、日本語指導日本語指導日本語指導日本語指導

がががが必要必要必要必要なななな外国人児童生徒外国人児童生徒外国人児童生徒外国人児童生徒がががが増加増加増加増加しているためしているためしているためしているため、、、、日本語指導日本語指導日本語指導日本語指導

支援員支援員支援員支援員等等等等によるによるによるによる日本語日本語日本語日本語指導指導指導指導やややや学習支援学習支援学習支援学習支援などなどなどなど、、、、児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの就就就就

学学学学やややや今後今後今後今後のののの自己自己自己自己実現実現実現実現にににに向向向向けけけけ、、、、きめきめきめきめ細細細細かなかなかなかな支援支援支援支援をををを行行行行いいいいますますますます。。。。    

子子子子どもたちどもたちどもたちどもたちがががが社会社会社会社会でででで活躍活躍活躍活躍するためのするためのするためのするための創造力創造力創造力創造力やややや発想力発想力発想力発想力をををを身身身身

にににに付付付付けけけけるるるる機会機会機会機会をををを支援支援支援支援するためするためするためするため、、、、様々様々様々様々なななな分野分野分野分野でででで世界世界世界世界のののの第一線第一線第一線第一線

でででで活躍活躍活躍活躍するするするする、、、、兵庫兵庫兵庫兵庫ゆかりのゆかりのゆかりのゆかりのクリエーターをクリエーターをクリエーターをクリエーターを中学校中学校中学校中学校にににに招招招招へいへいへいへい

しししし、、、、制作過程等制作過程等制作過程等制作過程等にににに触触触触れるれるれるれる講話講話講話講話やややや実演実演実演実演をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

またまたまたまた、、、、平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度からからからから全全全全てのてのてのての小学校小学校小学校小学校でででで進進進進めめめめてきてきてきてきたたたた「「「「１１１１

年生年生年生年生からからからから話話話話せるせるせるせる英語教育英語教育英語教育英語教育」」」」をををを、、、、平成平成平成平成３２３２３２３２年度年度年度年度からからからからのののの小学校小学校小学校小学校

５・６５・６５・６５・６年年年年でででで外国語活動外国語活動外国語活動外国語活動がががが教科教科教科教科となることをとなることをとなることをとなることを見据見据見据見据ええええ、、、、さらにさらにさらにさらに

充実充実充実充実しますしますしますします。。。。    
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平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年４４４４月月月月のののの全国学力全国学力全国学力全国学力・・・・学習状況調査学習状況調査学習状況調査学習状況調査のののの結果結果結果結果をををを受受受受けけけけ、、、、

児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの学習習慣学習習慣学習習慣学習習慣やややや生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣のののの改善改善改善改善がががが必要必要必要必要であるとであるとであるとであると受受受受けけけけ

止止止止めておりめておりめておりめており、、、、これこれこれこれまでまでまでまで取取取取りりりり組組組組んできたんできたんできたんできた指導方法指導方法指導方法指導方法のののの工夫改善工夫改善工夫改善工夫改善

やややや「「「「放課後放課後放課後放課後のののの補充学習補充学習補充学習補充学習」」」」をををを継続継続継続継続しししし、、、、更更更更なるなるなるなる学力向上学力向上学力向上学力向上をををを図図図図っっっっ

てまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。    

③③③③    就学援助就学援助就学援助就学援助のののの充実充実充実充実     

        平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度からからからから経済的理由経済的理由経済的理由経済的理由によりによりによりにより就学困難就学困難就学困難就学困難なななな児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒

のののの保護保護保護保護者者者者のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減をををを図図図図るためるためるためるため、、、、小小小小・・・・中学中学中学中学校入学予定校入学予定校入学予定校入学予定のののの児児児児

童生徒童生徒童生徒童生徒のののの保護者保護者保護者保護者にににに支給支給支給支給するするするする就学援助費就学援助費就学援助費就学援助費のうちのうちのうちのうち、、、、新入学用品新入学用品新入学用品新入学用品

費費費費についてについてについてについて増額増額増額増額するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、入学前入学前入学前入学前の３の３の３の３月月月月にににに支給支給支給支給をををを前倒前倒前倒前倒

ししししししししたところですたところですたところですたところです。。。。    

またまたまたまた、、、、家庭家庭家庭家庭のののの経済事情経済事情経済事情経済事情等等等等ににににかかわらずかかわらずかかわらずかかわらず学学学学ぶぶぶぶ意欲意欲意欲意欲のあるのあるのあるのある誰誰誰誰

もがもがもがもが学学学学べるべるべるべる環境環境環境環境をををを実現実現実現実現するためするためするためするため、、、、給付型給付型給付型給付型のののの奨学金奨学金奨学金奨学金によりによりによりにより、、、、

高校高校高校高校、、、、大学大学大学大学、、、、専修学校等専修学校等専修学校等専修学校等のののの学費学費学費学費のののの負負負負担担担担がががが困難困難困難困難なななな家庭家庭家庭家庭のののの生徒生徒生徒生徒、、、、

学生学生学生学生にににに対対対対しししし援助援助援助援助していますしていますしていますしています。。。。平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度もももも、、、、これらをこれらをこれらをこれらを継継継継

続続続続しししし、、、、児童児童児童児童、、、、生徒生徒生徒生徒、、、、学生学生学生学生へのへのへのへの支援支援支援支援をををを充実充実充実充実ししししますますますます。。。。    

    ④④④④    生涯学習機会生涯学習機会生涯学習機会生涯学習機会のののの充実充実充実充実    

        すべてのすべてのすべてのすべての市民市民市民市民がががが、、、、生涯生涯生涯生涯にわたってにわたってにわたってにわたって心豊心豊心豊心豊かにかにかにかに暮暮暮暮らすためにらすためにらすためにらすために、、、、

まちのまちのまちのまちの歴史歴史歴史歴史・・・・文化文化文化文化・・・・芸術芸術芸術芸術をををを享受享受享受享受しししし、、、、新新新新たにたにたにたに創造創造創造創造していくしていくしていくしていく生生生生

涯学習涯学習涯学習涯学習のののの機会機会機会機会をををを充実充実充実充実することすることすることすることがががが大切大切大切大切ですですですです。。。。    
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文化文化文化文化・・・・芸術芸術芸術芸術のののの拠点拠点拠点拠点となるとなるとなるとなる文化会館文化会館文化会館文化会館はははは、、、、開館以来開館以来開館以来開館以来３１３１３１３１年年年年がががが

経過経過経過経過しししし老朽化老朽化老朽化老朽化がががが進進進進んでおりんでおりんでおりんでおり、、、、様々様々様々様々なイベントやなイベントやなイベントやなイベントや興業興業興業興業にににに支障支障支障支障

をきたすことからをきたすことからをきたすことからをきたすことから、、、、特特特特にににに緊急緊急緊急緊急をををを要要要要するするするする大大大大ホールのホールのホールのホールの舞台照明舞台照明舞台照明舞台照明

装置装置装置装置をををを更新更新更新更新しますしますしますします。。。。またまたまたまた、、、、女子女子女子女子トイレのトイレのトイレのトイレの和式和式和式和式トイレをトイレをトイレをトイレを洋式洋式洋式洋式

トイレにトイレにトイレにトイレに改修改修改修改修しししし利用者利用者利用者利用者のののの利便性利便性利便性利便性をををを向上向上向上向上をををを図図図図りりりりますますますます。。。。    

    

    (2)(2)(2)(2)    地域地域地域地域にににに根根根根ざしたざしたざしたざした仕事仕事仕事仕事のののの創出創出創出創出     

        次次次次にににに、、、、施策施策施策施策のののの柱柱柱柱の２つの２つの２つの２つ目目目目はははは、、、、地域産業地域産業地域産業地域産業がががが元気元気元気元気になりになりになりになり、、、、雇雇雇雇

用用用用をををを創出創出創出創出するためするためするためするため、、、、「「「「地域地域地域地域にににに根根根根ざしたざしたざしたざした仕事仕事仕事仕事のののの創出創出創出創出」」」」ですですですです。。。。        

    ①①①①    中小企業中小企業中小企業中小企業のののの振興振興振興振興    

        若者若者若者若者のののの転出転出転出転出がががが続続続続くくくく中中中中、、、、本市本市本市本市にににに定住定住定住定住していただくインセンしていただくインセンしていただくインセンしていただくインセン

ティブをティブをティブをティブを高高高高めることがめることがめることがめることが重要重要重要重要ですですですです。。。。そのためそのためそのためそのためにににに最優先最優先最優先最優先すべきすべきすべきすべき

はははは、、、、市内事業所市内事業所市内事業所市内事業所の９９の９９の９９の９９％％％％以上以上以上以上をををを占占占占めるめるめるめる中小企業中小企業中小企業中小企業をををを振興振興振興振興しししし、、、、

市内経済市内経済市内経済市内経済をををを活性化活性化活性化活性化することすることすることすることですですですです。。。。    

そこでそこでそこでそこで、、、、現状現状現状現状にににに満足満足満足満足することなくすることなくすることなくすることなく、、、、果 敢果 敢果 敢果 敢 にににに 挑 戦挑 戦挑 戦挑 戦 す るす るす るす る 中中中中

小 企 業小 企 業小 企 業小 企 業 がががが 、、、、 更更更更 な るな るな るな る 発 展発 展発 展発 展 にににに 向向向向 け たけ たけ たけ た 競 争 力競 争 力競 争 力競 争 力 をををを 強 化強 化強 化強 化 す る たす る たす る たす る た

めめめめ 、、、、 革新的革新的革新的革新的なななな取組取組取組取組みによるみによるみによるみによる高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化やややや、、、、生産性向上生産性向上生産性向上生産性向上にににに

必要必要必要必要なななな設備投資設備投資設備投資設備投資をををを 支 援支 援支 援支 援 し ま すし ま すし ま すし ま す 。。。。     

        地場産業地場産業地場産業地場産業であるであるであるである金物産業金物産業金物産業金物産業でででではははは、、、、三木工業協同組合三木工業協同組合三木工業協同組合三木工業協同組合がががが、、、、海海海海

外販路外販路外販路外販路のののの拡大拡大拡大拡大をををを図図図図るためるためるためるため平成平成平成平成２８２８２８２８年度年度年度年度からからからから「「「「三木三木三木三木かなもんかなもんかなもんかなもん
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プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト海外戦略事業海外戦略事業海外戦略事業海外戦略事業」」」」にににに取取取取りりりり組組組組んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。平成平成平成平成２２２２

９９９９年度年度年度年度はははは台湾台湾台湾台湾ハードウェアショーに２０ハードウェアショーに２０ハードウェアショーに２０ハードウェアショーに２０社社社社がががが出展出展出展出展しししし、、、、海外海外海外海外

販路拡大販路拡大販路拡大販路拡大のののの可能性可能性可能性可能性」」」」にににに確確確確かなかなかなかな手応手応手応手応えをえをえをえを得得得得ていますていますていますています。。。。    

三木金物三木金物三木金物三木金物がががが、、、、海外海外海外海外市場市場市場市場でのでのでのでの確固確固確固確固たるたるたるたる競争優位性競争優位性競争優位性競争優位性をををを確保確保確保確保すすすす

るためるためるためるため、、、、引引引引きききき続続続続きききき支援支援支援支援してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。            

市内市内市内市内でででで創業創業創業創業やややや新新新新たなたなたなたな事業事業事業事業をををを展開展開展開展開しようとするしようとするしようとするしようとする方々方々方々方々がががが、、、、夢夢夢夢

やややや希希希希望望望望にににに積極的積極的積極的積極的にチャレンジできるにチャレンジできるにチャレンジできるにチャレンジできる環境環境環境環境をををを整備整備整備整備しししし、、、、魅力魅力魅力魅力ああああ

るるるる多様多様多様多様なななな働働働働くくくく場場場場をををを創出創出創出創出しますしますしますします。。。。そのためにそのためにそのためにそのために、、、、引引引引きききき続続続続きききき、、、、三三三三

木商工会議所木商工会議所木商工会議所木商工会議所、、、、吉川町商工会吉川町商工会吉川町商工会吉川町商工会やややや市内市内市内市内金融機関金融機関金融機関金融機関とととと連携連携連携連携しししし、、、、創創創創

業者業者業者業者にににに必要必要必要必要なななな経営経営経営経営知識知識知識知識習得習得習得習得のためのためのためのため「「「「創業創業創業創業セミナーセミナーセミナーセミナー」」」」をををを開催開催開催開催

するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、事業事業事業事業のののの立立立立ちちちち上上上上げげげげにににに必要必要必要必要なななな経費経費経費経費のののの支援支援支援支援対象者対象者対象者対象者

をををを、、、、女性起業家女性起業家女性起業家女性起業家限定限定限定限定からからからから若者若者若者若者やややや一般一般一般一般のののの方方方方へへへへ拡大拡大拡大拡大しますしますしますします。。。。     

②②②②    企業誘致企業誘致企業誘致企業誘致のののの推進推進推進推進    

        新新新新たなたなたなたな雇用雇用雇用雇用のののの創出創出創出創出にはにはにはには、、、、企業誘致企業誘致企業誘致企業誘致もももも重要重要重要重要ですですですです。。。。しかしなしかしなしかしなしかしな

がらがらがらがら、、、、現在現在現在現在、、、、誘致可能誘致可能誘致可能誘致可能なななな大規模大規模大規模大規模なななな土地土地土地土地がないためがないためがないためがないため、、、、ひょうひょうひょうひょう

ごごごご情報公園都市情報公園都市情報公園都市情報公園都市のののの次期工区次期工区次期工区次期工区のののの開発開発開発開発にににについてついてついてついて、、、、兵庫兵庫兵庫兵庫県県県県とととと連携連携連携連携

してしてしてして進進進進めることをめることをめることをめることを検討検討検討検討していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

        市内市内市内市内にににに新設又新設又新設又新設又はははは増設増設増設増設するするするする企業企業企業企業にににに交付交付交付交付しているしているしているしている、、、、工場等新工場等新工場等新工場等新

設設設設助成助成助成助成、、、、雇用助成雇用助成雇用助成雇用助成、、、、水道水道水道水道・・・・電気料金電気料金電気料金電気料金助成助成助成助成についてはについてはについてはについては、、、、市内市内市内市内

産業産業産業産業のののの振興振興振興振興とととと市民市民市民市民のののの雇用促進雇用促進雇用促進雇用促進のためのためのためのため引引引引きききき続続続続きききき実施実施実施実施しますしますしますします。。。。    
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    ③③③③    農業農業農業農業のののの振興振興振興振興     

        日本一日本一日本一日本一のののの酒米酒米酒米酒米「「「「山田錦山田錦山田錦山田錦」」」」はははは、、、、本市本市本市本市農業農業農業農業のののの基幹作物基幹作物基幹作物基幹作物ですですですです。。。。    

        国国国国のののの米米米米のののの直接支払交付金制度直接支払交付金制度直接支払交付金制度直接支払交付金制度がががが平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度からからからから廃止廃止廃止廃止とととと

なるなるなるなるためためためため、、、、ここここれにれにれにれに代代代代わるわるわるわる市市市市独自独自独自独自のののの振興振興振興振興策策策策としてとしてとしてとして、、、、山田錦山田錦山田錦山田錦のののの

品質等級品質等級品質等級品質等級にににに応応応応じたじたじたじた奨励金制度奨励金制度奨励金制度奨励金制度をををを新設新設新設新設しますしますしますします。。。。    

        またまたまたまた、、、、国国国国のののの水田活用水田活用水田活用水田活用のののの直接支払交付金直接支払交付金直接支払交付金直接支払交付金にににに、、、、市独自市独自市独自市独自でででで上乗上乗上乗上乗

せすることでせすることでせすることでせすることで、、、、大豆大豆大豆大豆、、、、野菜野菜野菜野菜にににに加加加加ええええ、、、、本市本市本市本市のののの特産特産特産特産であるキクであるキクであるキクであるキク、、、、

いちごいちごいちごいちご、、、、黒大豆黒大豆黒大豆黒大豆、、、、レタスレタスレタスレタス、、、、なすなどのなすなどのなすなどのなすなどの生産生産生産生産をををを奨励奨励奨励奨励しししし、、、、農家農家農家農家

所得所得所得所得のののの安定安定安定安定をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに水田水田水田水田のフルのフルのフルのフル活用活用活用活用をををを促進促進促進促進ししししますますますます。。。。    

若者若者若者若者のののの日本酒離日本酒離日本酒離日本酒離れがれがれがれが進進進進んでいることからんでいることからんでいることからんでいることから、、、、ＪＡＪＡＪＡＪＡ等等等等とととと連携連携連携連携

しししし、、、、１９１９１９１９歳歳歳歳のののの方方方方をををを対象対象対象対象にににに、、、、酒米山田錦酒米山田錦酒米山田錦酒米山田錦のののの田植田植田植田植えとえとえとえと稲刈稲刈稲刈稲刈りりりりをををを

体験体験体験体験ししししてもらいてもらいてもらいてもらい、「、「、「、「二二二二十歳十歳十歳十歳」」」」になったになったになったになった時時時時にににに日本酒日本酒日本酒日本酒をををを味味味味わってわってわってわって

もらうことでもらうことでもらうことでもらうことで、、、、日本酒日本酒日本酒日本酒のファンをのファンをのファンをのファンを増増増増やしますやしますやしますやします。。。。    

        有害鳥獣対策有害鳥獣対策有害鳥獣対策有害鳥獣対策ではではではでは、、、、年々増加年々増加年々増加年々増加するイノするイノするイノするイノシシやアライグマシシやアライグマシシやアライグマシシやアライグマ

からからからから農作物農作物農作物農作物をををを守守守守るためるためるためるため、、、、電気柵等電気柵等電気柵等電気柵等のののの設置設置設置設置やややや狩猟免許取得狩猟免許取得狩猟免許取得狩猟免許取得をををを

支援支援支援支援するなどするなどするなどするなど、、、、被害防止被害防止被害防止被害防止、、、、捕獲対策捕獲対策捕獲対策捕獲対策にににに強力強力強力強力にににに取取取取りりりり組組組組みますみますみますみます。。。。    

    

(3)(3)(3)(3)    地域資源地域資源地域資源地域資源をををを活用活用活用活用したしたしたした観光振興観光振興観光振興観光振興    

        次次次次にににに、、、、施策施策施策施策のののの柱柱柱柱の３つの３つの３つの３つ目目目目はははは、、、、交流人口交流人口交流人口交流人口をををを増増増増やしやしやしやし、、、、まちのまちのまちのまちの

にぎわいとにぎわいとにぎわいとにぎわいと市内経済市内経済市内経済市内経済のののの活性化活性化活性化活性化をををを図図図図るためるためるためるため「「「「地域資源地域資源地域資源地域資源をををを活用活用活用活用
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したしたしたした観光振興観光振興観光振興観光振興」」」」ですですですです。。。。    

    ①①①①    ゴルフのゴルフのゴルフのゴルフの振興振興振興振興    

        西日本一西日本一西日本一西日本一ゴルフゴルフゴルフゴルフ場場場場がががが多多多多いいいい地域特性地域特性地域特性地域特性をををを生生生生かしかしかしかし、「、「、「、「ゴルフのまゴルフのまゴルフのまゴルフのま

ちちちち三木三木三木三木」」」」としてブランドとしてブランドとしてブランドとしてブランド力力力力をををを高高高高めめめめ、、、、国内外国内外国内外国内外からのからのからのからの利用者利用者利用者利用者をををを

増増増増やすことでやすことでやすことでやすことで、、、、ゴルフゴルフゴルフゴルフのののの振興振興振興振興をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、市内観光市内観光市内観光市内観光へへへへ

つなげてまいりますつなげてまいりますつなげてまいりますつなげてまいります。。。。    

        そのためにそのためにそのためにそのために、、、、ゴルフゴルフゴルフゴルフ場利用税交付金場利用税交付金場利用税交付金場利用税交付金の１の１の１の１割相当額割相当額割相当額割相当額をををを活用活用活用活用

しししし、、、、三木三木三木三木市市市市ゴルフゴルフゴルフゴルフ協会協会協会協会とのとのとのとの連携連携連携連携によりによりによりにより、、、、レディースゴルフレディースゴルフレディースゴルフレディースゴルフ

トーナメントトーナメントトーナメントトーナメント、、、、市内市内市内市内ゴルフゴルフゴルフゴルフ場場場場での１での１での１での１万人万人万人万人コンペやスタンプコンペやスタンプコンペやスタンプコンペやスタンプ

ラリーなどをラリーなどをラリーなどをラリーなどを引引引引きききき続続続続きききき実施実施実施実施してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。またまたまたまた、、、、ゴゴゴゴルフルフルフルフ

人口人口人口人口のののの裾野裾野裾野裾野をををを広広広広げるためげるためげるためげるため、、、、ジュニアゴルフジュニアゴルフジュニアゴルフジュニアゴルフ教室教室教室教室などをなどをなどをなどを開催開催開催開催

しますしますしますします。。。。県立高校県立高校県立高校県立高校のゴルフのゴルフのゴルフのゴルフ部設置部設置部設置部設置についてもについてもについてもについても、、、、引引引引きききき続続続続きききき兵兵兵兵

庫県庫県庫県庫県にににに働働働働きかけきかけきかけきかけてまいりてまいりてまいりてまいりますますますます。。。。    

    ②②②②    観光観光観光観光のののの振興振興振興振興    

        ２０１９２０１９２０１９２０１９年年年年から３から３から３から３年続年続年続年続くゴールデンスポーツイヤーズくゴールデンスポーツイヤーズくゴールデンスポーツイヤーズくゴールデンスポーツイヤーズ。。。。

本市本市本市本市をををを始始始始めめめめ関西圏関西圏関西圏関西圏へのへのへのへの多多多多くのくのくのくの外国人外国人外国人外国人のののの来訪来訪来訪来訪をををを見据見据見据見据ええええ、、、、ゴルゴルゴルゴル

フフフフ場場場場、、、、金物金物金物金物、、、、農業農業農業農業などなどなどなど地域資源地域資源地域資源地域資源ををををパッケージパッケージパッケージパッケージ化化化化したしたしたした、、、、新新新新たたたた

なインバウンドツーリズムのなインバウンドツーリズムのなインバウンドツーリズムのなインバウンドツーリズムのモデルをモデルをモデルをモデルを民間事業者民間事業者民間事業者民間事業者とともにとともにとともにとともに

構築構築構築構築しししし、、、、インバウンドインバウンドインバウンドインバウンド戦略戦略戦略戦略をををを進進進進めますめますめますめます。。。。    

        本市本市本市本市にはにはにはには魅力魅力魅力魅力あるあるあるある食材食材食材食材やややや加工品加工品加工品加工品がありますがありますがありますがあります。。。。このこのこのこの魅力魅力魅力魅力をををを
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広広広広くくくくＰＲＰＲＰＲＰＲするためするためするためするため、、、、北播磨県民局北播磨県民局北播磨県民局北播磨県民局とととと連携連携連携連携してしてしてして「「「「北播磨北播磨北播磨北播磨『『『『食食食食』』』』

とととと『『『『農農農農』』』』のののの祭典祭典祭典祭典」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします。。。。    

        現在整備現在整備現在整備現在整備をををを進進進進めているめているめているめている「「「「別所別所別所別所ゆめゆめゆめゆめ街道街道街道街道」」」」はははは、、、、拠点拠点拠点拠点であるであるであるである

飲食物産館飲食物産館飲食物産館飲食物産館やややや遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道がががが近々完成近々完成近々完成近々完成することからすることからすることからすることから、、、、地域地域地域地域やややや関係関係関係関係

団体団体団体団体のののの方々方々方々方々とともにオープンとともにオープンとともにオープンとともにオープン記念記念記念記念イベントをイベントをイベントをイベントを開催開催開催開催するするするする予定予定予定予定

ですですですです。。。。このこのこのこの別所別所別所別所ゆめゆめゆめゆめ街道街道街道街道をををを活用活用活用活用しししし、、、、別所地域別所地域別所地域別所地域はもとよりはもとよりはもとよりはもとより市市市市

内内内内へへへへ誘客誘客誘客誘客しししし、、、、まちのまちのまちのまちの活性化活性化活性化活性化につなげてまいりますにつなげてまいりますにつなげてまいりますにつなげてまいります。。。。     

    ③③③③    観光施設観光施設観光施設観光施設のののの整備整備整備整備    

        本本本本市市市市のののの主要主要主要主要なななな観光施設観光施設観光施設観光施設はははは、、、、オープンオープンオープンオープン後後後後、、、、長長長長いいいい年月年月年月年月がががが経過経過経過経過

しししし老朽化老朽化老朽化老朽化がががが進進進進んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。利用者利用者利用者利用者のののの快適快適快適快適なななな利用利用利用利用とサービスとサービスとサービスとサービス

向上向上向上向上をををを図図図図るためるためるためるため、、、、「「「「道道道道のののの駅駅駅駅みきみきみきみき」」」」のののの空調設備空調設備空調設備空調設備のののの改修改修改修改修やややや温泉温泉温泉温泉交交交交

流館流館流館流館「「「「吉川温泉吉川温泉吉川温泉吉川温泉よかたんよかたんよかたんよかたん」」」」のののの家族風呂改修家族風呂改修家族風呂改修家族風呂改修にににに向向向向けたけたけたけた設計設計設計設計をををを

行行行行いますいますいますいます。。。。    

    

(4)(4)(4)(4)    安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なふるさとのなふるさとのなふるさとのなふるさとの構築構築構築構築    

        次次次次にににに、、、、施策施策施策施策のののの柱柱柱柱の４つの４つの４つの４つ目目目目はははは、、、、市民市民市民市民のののの安全安全安全安全でででで安心安心安心安心なななな暮暮暮暮ららららしししし

をををを守守守守るるるるためためためため、「、「、「、「安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なふるさとのなふるさとのなふるさとのなふるさとの構築構築構築構築」」」」ですですですです。。。。    

    ①①①①    防災防災防災防災・・・・減災対策等減災対策等減災対策等減災対策等のののの推進推進推進推進    

まずまずまずまず、、、、防災防災防災防災・・・・減災対策等減災対策等減災対策等減災対策等をををを推進推進推進推進しますしますしますします。。。。     

地震等地震等地震等地震等のののの災害時災害時災害時災害時にににに避難所避難所避難所避難所となるとなるとなるとなる志染志染志染志染町町町町公民館公民館公民館公民館とととと吉川町公吉川町公吉川町公吉川町公
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民館民館民館民館のののの耐震化耐震化耐震化耐震化にににに向向向向けたけたけたけた設計設計設計設計にににに着手着手着手着手しますしますしますします。。。。     

またまたまたまた、、、、本庁舎本庁舎本庁舎本庁舎、、、、コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティスポーツセンタースポーツセンタースポーツセンタースポーツセンター等等等等ではではではでは老老老老

朽化朽化朽化朽化したしたしたした非常電源装置非常電源装置非常電源装置非常電源装置のののの更新更新更新更新をををを行行行行いいいい、、、、非常時非常時非常時非常時のののの電源電源電源電源をををを確保確保確保確保

しますしますしますします。。。。    

一次一次一次一次避難所避難所避難所避難所にににに指定指定指定指定されたされたされたされた自治会自治会自治会自治会集会所集会所集会所集会所のののの建替建替建替建替えやえやえやえや耐震化耐震化耐震化耐震化

にににに対対対対するするするする補助制度補助制度補助制度補助制度についてについてについてについてはははは、、、、新耐震基準新耐震基準新耐震基準新耐震基準がががが導入導入導入導入されたされたされたされた昭昭昭昭

和和和和５６５６５６５６年以前年以前年以前年以前にににに建建建建てられたてられたてられたてられた建物建物建物建物のののの建替建替建替建替ええええ費用費用費用費用のののの補助限度額補助限度額補助限度額補助限度額

をををを拡充拡充拡充拡充しししし、、、、地域地域地域地域のののの防災力防災力防災力防災力のののの向上向上向上向上をををを図図図図りますりますりますります。。。。    

        道路道路道路道路等等等等のののの都市都市都市都市インフラインフラインフラインフラについてはについてはについてはについては、、、、現在整備中現在整備中現在整備中現在整備中のののの市道高市道高市道高市道高

木平田線木平田線木平田線木平田線、、、、加佐草加野線加佐草加野線加佐草加野線加佐草加野線、、、、岩宮大村線岩宮大村線岩宮大村線岩宮大村線のののの市内主要幹線市内主要幹線市内主要幹線市内主要幹線にににに加加加加

ええええ、、、、吉川支所周辺吉川支所周辺吉川支所周辺吉川支所周辺のののの渋滞渋滞渋滞渋滞をををを緩和緩和緩和緩和するためするためするためするため稲田中央線稲田中央線稲田中央線稲田中央線をををを整備整備整備整備

しししし、、、、市内外市内外市内外市内外のののの交通交通交通交通アクセスのアクセスのアクセスのアクセスの向上向上向上向上をををを図図図図ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    

        またまたまたまた、、、、インフラメンテナンスインフラメンテナンスインフラメンテナンスインフラメンテナンス計画計画計画計画にににに基基基基づきづきづきづき計画的計画的計画的計画的にににに道路道路道路道路

施設施設施設施設のののの補修工事補修工事補修工事補修工事をををを進進進進めめめめ、、、、通行通行通行通行のののの安全安全安全安全とととと生活環境生活環境生活環境生活環境のののの向上向上向上向上をををを図図図図

ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。橋梁橋梁橋梁橋梁についてもについてもについてもについても、、、、長寿命化修繕計画長寿命化修繕計画長寿命化修繕計画長寿命化修繕計画をををを見見見見

直直直直すためのすためのすためのすための点検点検点検点検をををを実施実施実施実施するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、計画的計画的計画的計画的にににに修繕工事修繕工事修繕工事修繕工事をををを

行行行行いますいますいますいます。。。。    

        都市公園都市公園都市公園都市公園についてはについてはについてはについては、、、、利用者利用者利用者利用者のののの安全安全安全安全をををを確保確保確保確保するためするためするためするため、、、、イイイイ

ンフラメンテナンスンフラメンテナンスンフラメンテナンスンフラメンテナンス計画計画計画計画にににに基基基基づきづきづきづき計画的計画的計画的計画的にににに施設施設施設施設のののの改修改修改修改修、、、、更更更更

新新新新をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    
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        市営住宅市営住宅市営住宅市営住宅についてはについてはについてはについては、、、、入居者入居者入居者入居者のののの安全確保安全確保安全確保安全確保とととと利便性利便性利便性利便性のののの向上向上向上向上

をををを図図図図るためるためるためるため、、、、市営大塚団地市営大塚団地市営大塚団地市営大塚団地のののの長寿命化長寿命化長寿命化長寿命化のためののためののためののための改修改修改修改修をををを実施実施実施実施

しますしますしますします。。。。    

        老朽化老朽化老朽化老朽化したためしたためしたためしたため池池池池のののの災害災害災害災害をををを未然未然未然未然にににに防止防止防止防止するためするためするためするため、、、、ためためためため池池池池

等等等等のののの保全保全保全保全・・・・改修改修改修改修をををを進進進進めますめますめますめます。。。。    

        平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度はははは、、、、１１か１１か１１か１１か所所所所ののののためためためため池池池池等等等等をををを改修改修改修改修するするするするとともとともとともととも

にににに、、、、約約約約９００か９００か９００か９００か所所所所のためのためのためのため池池池池のののの定期点検定期点検定期点検定期点検をををを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。    

またまたまたまた、、、、ためためためため池管理者池管理者池管理者池管理者によるによるによるによる適正管理適正管理適正管理適正管理のののの徹底徹底徹底徹底とととと減災対策減災対策減災対策減災対策をををを

推進推進推進推進するためするためするためするため新設新設新設新設されるされるされるされる「「「「兵庫兵庫兵庫兵庫ためためためため池保全池保全池保全池保全サポートセンタサポートセンタサポートセンタサポートセンタ

ーーーー」」」」運営事業運営事業運営事業運営事業にににに参画参画参画参画しますしますしますします。。。。    

受益地受益地受益地受益地が０が０が０が０．．．．５５５５ｈａｈａｈａｈａ未満未満未満未満のののの特定外特定外特定外特定外ためためためため池池池池はははは、、、、管理状況管理状況管理状況管理状況をををを

把握把握把握把握できておらずできておらずできておらずできておらず、、、、下流域下流域下流域下流域にににに被害被害被害被害をををを及及及及ぼすぼすぼすぼす可能性可能性可能性可能性があるこがあるこがあるこがあるこ

とからとからとからとから、、、、そのそのそのその状況状況状況状況をををを把握把握把握把握しししし今後今後今後今後のののの保全対策保全対策保全対策保全対策をををを推進推進推進推進するためするためするためするため、、、、

特定外特定外特定外特定外ためためためため池台帳池台帳池台帳池台帳をををを整備整備整備整備しますしますしますします。。。。    

        またまたまたまた、、、、近年近年近年近年、、、、管理者管理者管理者管理者のいないのいないのいないのいない所有者不明所有者不明所有者不明所有者不明のののの空空空空きききき家家家家がががが増加増加増加増加

しししし、、、、放置放置放置放置すればすればすればすれば、、、、倒壊倒壊倒壊倒壊のののの危険危険危険危険やややや周辺周辺周辺周辺のののの生活環境生活環境生活環境生活環境にににに悪影響悪影響悪影響悪影響をををを

及及及及ぼすことがぼすことがぼすことがぼすことが懸念懸念懸念懸念されていますされていますされていますされています。。。。そこでそこでそこでそこで、「、「、「、「空空空空家家家家等等等等対策計画対策計画対策計画対策計画」」」」

策定策定策定策定のののの基礎資料基礎資料基礎資料基礎資料とするためとするためとするためとするため、、、、市内市内市内市内のののの空空空空きききき家家家家のののの実態調査実態調査実態調査実態調査をををを行行行行

いますいますいますいます。。。。    

        消防消防消防消防・・・・救急体制救急体制救急体制救急体制のののの確保確保確保確保についてはについてはについてはについては、、、、火災火災火災火災などのなどのなどのなどの災害災害災害災害にににに適適適適
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切切切切にににに対応対応対応対応するためするためするためするため、、、、配備後配備後配備後配備後２２２２２２２２年年年年をををを経過経過経過経過しししし老朽化老朽化老朽化老朽化したしたしたした、、、、消消消消

防署防署防署防署とととと消防団三木第消防団三木第消防団三木第消防団三木第８８８８分団分団分団分団のののの消防消防消防消防ポンプポンプポンプポンプ車車車車をををを更新更新更新更新しますしますしますします。。。。    

        広野分署広野分署広野分署広野分署ではではではでは、、、、災害時災害時災害時災害時においてにおいてにおいてにおいて災害対応拠点災害対応拠点災害対応拠点災害対応拠点としてのとしてのとしてのとしての機機機機

能能能能をををを確保確保確保確保するためするためするためするため非常用発電設備非常用発電設備非常用発電設備非常用発電設備をををを新設新設新設新設しますしますしますします。。。。    

        またまたまたまた、、、、近年近年近年近年、、、、高齢化高齢化高齢化高齢化のののの進展進展進展進展とともにとともにとともにとともに、、、、救急出動件数救急出動件数救急出動件数救急出動件数はははは増増増増

ええええ続続続続けておりけておりけておりけており、、、、救急救命士救急救命士救急救命士救急救命士のののの養成養成養成養成がががが喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課題課題課題課題となっていとなっていとなっていとなってい

るためるためるためるため、、、、計画的計画的計画的計画的にににに救急救命士救急救命士救急救命士救急救命士をををを養成養成養成養成しししし、、、、救急体制救急体制救急体制救急体制をををを充実充実充実充実しししし

てまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。    

    ②②②②    医療医療医療医療・・・・福祉福祉福祉福祉のののの充実充実充実充実    

        次次次次にににに、、、、医療医療医療医療・・・・福祉福祉福祉福祉をををを充実充実充実充実しますしますしますします。。。。    

        市民市民市民市民のののの医療医療医療医療をををを確保確保確保確保するするするするためためためため、、、、高度先進医療高度先進医療高度先進医療高度先進医療をををを提供提供提供提供しししし三木三木三木三木

市民市民市民市民のののの命命命命をををを守守守守るるるる北播磨総合医療北播磨総合医療北播磨総合医療北播磨総合医療センターのセンターのセンターのセンターの経営安定化経営安定化経営安定化経営安定化のたのたのたのた

めにめにめにめに引引引引きききき続続続続きききき運営運営運営運営をををを支援支援支援支援してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

市民市民市民市民のののの健康健康健康健康をををを増進増進増進増進すすすするためるためるためるため、、、、町町町町ぐるみぐるみぐるみぐるみ健診健診健診健診のののの受診率向上受診率向上受診率向上受診率向上

をををを図図図図ってってってってままままいりまいりまいりまいりますすすす。。。。    

またまたまたまた、、、、総合保健福祉総合保健福祉総合保健福祉総合保健福祉センターはセンターはセンターはセンターは開設以来開設以来開設以来開設以来１９１９１９１９年年年年がががが経過経過経過経過しししし、、、、

空調設備空調設備空調設備空調設備がががが老朽化老朽化老朽化老朽化しているためしているためしているためしているため、、、、施設運営施設運営施設運営施設運営にににに支障支障支障支障がないよがないよがないよがないよ

うううう更新更新更新更新しますしますしますします。。。。    

高齢高齢高齢高齢・・・・介護福祉介護福祉介護福祉介護福祉についてはについてはについてはについては、、、、介護介護介護介護がががが必要必要必要必要なななな高齢者高齢者高齢者高齢者にににに、、、、２２２２

４４４４時間見守時間見守時間見守時間見守りをりをりをりを提供提供提供提供するするするする定期巡回定期巡回定期巡回定期巡回・・・・随時対応型随時対応型随時対応型随時対応型サービスにサービスにサービスにサービスに
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新新新新たにたにたにたに参入参入参入参入するするするする事業者事業者事業者事業者をををを支援支援支援支援しますしますしますします。。。。    

市立市立市立市立デイデイデイデイサービスセンターではサービスセンターではサービスセンターではサービスセンターでは、、、、老朽化老朽化老朽化老朽化したしたしたした設備設備設備設備をををを順次順次順次順次

改修改修改修改修しししし、、、、安全安全安全安全でででで快適快適快適快適なサービスをなサービスをなサービスをなサービスを提供提供提供提供しますしますしますします。。。。    

障障障障がいがいがいがい福祉福祉福祉福祉についてはについてはについてはについては、、、、障障障障がいがいがいがい者者者者がががが安心安心安心安心してしてしてして日常生活日常生活日常生活日常生活やややや

社会生活社会生活社会生活社会生活をををを送送送送ることができるようることができるようることができるようることができるよう、、、、ホームヘルプやホームヘルプやホームヘルプやホームヘルプや施設利施設利施設利施設利

用用用用などなどなどなど障障障障がいがいがいがい福祉福祉福祉福祉サービスのサービスのサービスのサービスの利用利用利用利用者者者者支援支援支援支援をををを充実充実充実充実ししししますますますます。。。。    

③③③③    子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの充実充実充実充実    

次次次次にににに、、、、子育子育子育子育てててて支援支援支援支援をををを充実充実充実充実しますしますしますします。。。。    

増加増加増加増加するするするする保育需要保育需要保育需要保育需要にににに対応対応対応対応するためするためするためするため、、、、民間認定民間認定民間認定民間認定こどもこどもこどもこども園園園園、、、、

小規模保育所小規模保育所小規模保育所小規模保育所のののの運営運営運営運営をををを支援支援支援支援しますしますしますします。。。。    

またまたまたまた、、、、保育教諭保育教諭保育教諭保育教諭をををを確保確保確保確保するためするためするためするため、、、、引引引引きききき続続続続きききき民間保育教諭民間保育教諭民間保育教諭民間保育教諭

のののの給与給与給与給与にににに上乗上乗上乗上乗せせせせ補助補助補助補助しししし、、、、処遇処遇処遇処遇をををを改善改善改善改善しますしますしますします。。。。併併併併せてせてせてせて、、、、保育保育保育保育

教諭教諭教諭教諭をををを目指目指目指目指すすすす学生学生学生学生にににに修学資金修学資金修学資金修学資金をををを貸与貸与貸与貸与するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、学生学生学生学生のののの

長期休暇中長期休暇中長期休暇中長期休暇中にこどもにこどもにこどもにこども園園園園などでなどでなどでなどでのののの就業就業就業就業体験体験体験体験をををを実施実施実施実施するなするなするなするなどどどど、、、、

保育保育保育保育教諭教諭教諭教諭のののの確保確保確保確保にににに努努努努めてまいりめてまいりめてまいりめてまいりますますますます。。。。    

子育子育子育子育てててて家庭家庭家庭家庭へのへのへのへの支援支援支援支援についてはについてはについてはについては、、、、ひとりひとりひとりひとり親家庭等親家庭等親家庭等親家庭等のののの生活生活生活生活

をををを支援支援支援支援するためするためするためするため、、、、児童扶養手当受給対象者児童扶養手当受給対象者児童扶養手当受給対象者児童扶養手当受給対象者のののの所得制限所得制限所得制限所得制限をををを緩緩緩緩

和和和和しますしますしますします。。。。    

妊産婦妊産婦妊産婦妊産婦やややや乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児へのへのへのへの支援支援支援支援についてはについてはについてはについては、、、、近年近年近年近年、、、、産後産後産後産後うつうつうつうつ等等等等

をををを起因起因起因起因とするとするとするとする産婦産婦産婦産婦のののの自殺自殺自殺自殺、、、、新生児新生児新生児新生児へのへのへのへの虐待虐待虐待虐待やややや育児放棄等育児放棄等育児放棄等育児放棄等がががが
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社会社会社会社会問題問題問題問題となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、産後産後産後産後うつのうつのうつのうつの予防予防予防予防やややや早期発見早期発見早期発見早期発見がががが重要重要重要重要

となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。産後産後産後産後のののの支援支援支援支援がががが必要必要必要必要なななな母子母子母子母子のののの心身心身心身心身ののののケアケアケアケアやややや

育児育児育児育児ををををサポートしサポートしサポートしサポートし、、、、健健健健やかにやかにやかにやかに子育子育子育子育てができるてができるてができるてができる支援体制支援体制支援体制支援体制をををを確確確確

立立立立するためするためするためするため産後産後産後産後ケアケアケアケア事業事業事業事業をををを開始開始開始開始しますしますしますします。。。。    

        障障障障がいがいがいがい児児児児へのへのへのへの支援支援支援支援についてはについてはについてはについては、「、「、「、「こどもこどもこどもこども発達支援発達支援発達支援発達支援センターセンターセンターセンター

にじいろにじいろにじいろにじいろ」」」」においてにおいてにおいてにおいて、、、、療育療育療育療育をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした「「「「児童発達支援児童発達支援児童発達支援児童発達支援」」」」

とととと預預預預かりをかりをかりをかりを目的目的目的目的としたとしたとしたとした「「「「放課後等放課後等放課後等放課後等デイサービスデイサービスデイサービスデイサービス」」」」をををを混合混合混合混合しししし

てててて委託委託委託委託運営運営運営運営していましたがしていましたがしていましたがしていましたが、、、、平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度からはからはからはからは療育療育療育療育とととと預預預預

かりかりかりかりをををを分離分離分離分離しししし、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ、「、「、「、「障害児等発達支援事業障害児等発達支援事業障害児等発達支援事業障害児等発達支援事業」」」」とととと「「「「障障障障

害児害児害児害児タイムケアタイムケアタイムケアタイムケア事業事業事業事業（（（（放課後等日中一時支援放課後等日中一時支援放課後等日中一時支援放課後等日中一時支援）」）」）」）」としてとしてとしてとして市市市市のののの

直営直営直営直営でででで実施実施実施実施しますしますしますします。。。。    

    

(5)(5)(5)(5)    広域公共交通網広域公共交通網広域公共交通網広域公共交通網のののの整備整備整備整備    

        次次次次にににに、、、、施策施策施策施策のののの柱柱柱柱の５つの５つの５つの５つ目目目目はははは、、、、神戸電鉄神戸電鉄神戸電鉄神戸電鉄とバスとバスとバスとバス交通交通交通交通のののの共存共存共存共存

をををを図図図図りりりり、、、、広域的広域的広域的広域的なななな交通交通交通交通ネットワークのネットワークのネットワークのネットワークの構築構築構築構築をををを目指目指目指目指すすすす「「「「広域広域広域広域

公共交通網公共交通網公共交通網公共交通網のののの整備整備整備整備」」」」ですですですです。。。。    

①①①①      神戸電鉄粟生線神戸電鉄粟生線神戸電鉄粟生線神戸電鉄粟生線のののの活性化活性化活性化活性化    

        神戸電鉄粟生線神戸電鉄粟生線神戸電鉄粟生線神戸電鉄粟生線はははは、、、、本市本市本市本市にとってにとってにとってにとって唯一唯一唯一唯一のののの鉄道鉄道鉄道鉄道であるととであるととであるととであるとと

もにもにもにもに、、、、北播磨地域全体北播磨地域全体北播磨地域全体北播磨地域全体のののの将来将来将来将来のののの発展発展発展発展になくてはならないもになくてはならないもになくてはならないもになくてはならないも

のでありまのでありまのでありまのでありますすすす。。。。    
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そこでそこでそこでそこで、「、「、「、「神戸電鉄粟生線活性化協議会神戸電鉄粟生線活性化協議会神戸電鉄粟生線活性化協議会神戸電鉄粟生線活性化協議会」」」」においてにおいてにおいてにおいて、、、、粟生粟生粟生粟生

線線線線をををを含含含含むむむむ地域公共交通地域公共交通地域公共交通地域公共交通のののの維持及維持及維持及維持及びびびび活性化活性化活性化活性化にににに取取取取りりりり組組組組むとともむとともむとともむととも

にににに、、、、神戸電鉄神戸電鉄神戸電鉄神戸電鉄のののの安全性安全性安全性安全性のののの確保確保確保確保やサービスのやサービスのやサービスのやサービスの改善改善改善改善をををを図図図図るためるためるためるため、、、、

鉄道施設鉄道施設鉄道施設鉄道施設やややや車両車両車両車両のののの整備整備整備整備などになどになどになどに、、、、国国国国、、、、県県県県、、、、関係市関係市関係市関係市とともにとともにとともにとともに支支支支

援援援援してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

またまたまたまた、、、、市内在住市内在住市内在住市内在住の７０の７０の７０の７０歳以上歳以上歳以上歳以上のののの高齢者高齢者高齢者高齢者やややや障障障障がいがいがいがい者者者者のののの社会社会社会社会

参加参加参加参加とととと神戸電鉄神戸電鉄神戸電鉄神戸電鉄のののの利用促進利用促進利用促進利用促進をををを図図図図るためるためるためるため、「、「、「、「神戸電鉄福祉神戸電鉄福祉神戸電鉄福祉神戸電鉄福祉パスパスパスパス」」」」

をををを交付交付交付交付しますしますしますします。。。。    

    ②②②②    バスバスバスバス交通交通交通交通のののの充実充実充実充実    

        バスバスバスバス交通交通交通交通についてはについてはについてはについては、、、、市民市民市民市民のバスのバスのバスのバス利用利用利用利用のののの利利利利便性向上便性向上便性向上便性向上とととと利利利利

用促進用促進用促進用促進をををを図図図図るためるためるためるため、、、、ニコパカードニコパカードニコパカードニコパカード利用利用利用利用によるバスによるバスによるバスによるバス運賃運賃運賃運賃のののの市市市市

内一律運賃制内一律運賃制内一律運賃制内一律運賃制をををを継続継続継続継続するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、バスバスバスバス路線路線路線路線をををを維持維持維持維持するたするたするたするた

めめめめ、、、、バスバスバスバス事業者事業者事業者事業者にににに対対対対しししし赤字路線赤字路線赤字路線赤字路線のののの運行運行運行運行をををを支援支援支援支援しますしますしますします。。。。    

        自由自由自由自由がががが丘中公園丘中公園丘中公園丘中公園バスバスバスバス待合施設待合施設待合施設待合施設についてはについてはについてはについては、、、、指定管理者制指定管理者制指定管理者制指定管理者制

度度度度をををを導入導入導入導入しししし、、、、効率的効率的効率的効率的なななな運用運用運用運用とととと利用者利用者利用者利用者サービスのサービスのサービスのサービスの向上向上向上向上をををを図図図図りりりり

ますますますます。。。。    

    ③③③③    新新新新たなたなたなたな公共交通網公共交通網公共交通網公共交通網のののの構築構築構築構築    

        市民市民市民市民のののの移動手段移動手段移動手段移動手段のののの確保確保確保確保とととと市民生活市民生活市民生活市民生活のののの利便性利便性利便性利便性のののの向上向上向上向上をををを図図図図るるるる

とともにとともにとともにとともに、、、、地域地域地域地域のののの活性化活性化活性化活性化にににに役立役立役立役立つつつつ新新新新たなたなたなたな公共交通網公共交通網公共交通網公共交通網をををを構築構築構築構築

するためするためするためするため、、、、新新新新たなたなたなたな三木市公共交通網計画三木市公共交通網計画三木市公共交通網計画三木市公共交通網計画をををを策定策定策定策定しますしますしますします。。。。    
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またまたまたまた、、、、高齢化高齢化高齢化高齢化のののの進展進展進展進展にににに伴伴伴伴いいいい、、、、自宅自宅自宅自宅やややや目的地周辺目的地周辺目的地周辺目的地周辺でのでのでのでの乗乗乗乗りりりり

降降降降りができるりができるりができるりができる「「「「デマンドデマンドデマンドデマンド型交通型交通型交通型交通」」」」のニーズがのニーズがのニーズがのニーズが高高高高まっているまっているまっているまっている

ことからことからことからことから、、、、新新新新たなたなたなたな交通手段交通手段交通手段交通手段としてデマンドとしてデマンドとしてデマンドとしてデマンド型交通型交通型交通型交通のののの導入導入導入導入にににに

ついてついてついてついて検討検討検討検討しますしますしますします。。。。    

鉄道鉄道鉄道鉄道とバスとバスとバスとバス交通交通交通交通はははは沿線地域沿線地域沿線地域沿線地域のののの住宅地住宅地住宅地住宅地やややや主要地域等主要地域等主要地域等主要地域等をををを結結結結ぶぶぶぶ

重要重要重要重要なななな役割役割役割役割をををを担担担担っておりっておりっておりっており、、、、通勤通勤通勤通勤、、、、通学通学通学通学はもとよりはもとよりはもとよりはもとより、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者

やややや障障障障がいがいがいがい者者者者のののの日常的日常的日常的日常的なななな移動手段移動手段移動手段移動手段としてとしてとしてとして、、、、またまたまたまた、、、、交流人口交流人口交流人口交流人口のののの

増加増加増加増加によるによるによるによる地域地域地域地域のののの活性化活性化活性化活性化にににに必要不可欠必要不可欠必要不可欠必要不可欠なものですなものですなものですなものです。。。。    

そのためそのためそのためそのため、、、、人口減少社会人口減少社会人口減少社会人口減少社会のののの中中中中でででで公共交通公共交通公共交通公共交通をををを守守守守るためるためるためるため、、、、近近近近

隣市町隣市町隣市町隣市町とととと連携連携連携連携しししし、、、、国国国国・・・・県県県県ともともともとも協調協調協調協調してしてしてして神戸電鉄神戸電鉄神戸電鉄神戸電鉄だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく

北条鉄道北条鉄道北条鉄道北条鉄道、ＪＲ、ＪＲ、ＪＲ、ＪＲ加古川線加古川線加古川線加古川線、、、、神姫神姫神姫神姫バスもバスもバスもバスも含含含含めめめめ、、、、北播磨北播磨北播磨北播磨のののの中核中核中核中核

都市都市都市都市としてとしてとしてとして、、、、広域的広域的広域的広域的なななな視点視点視点視点でででで、、、、まちづくりとまちづくりとまちづくりとまちづくりと一体一体一体一体となったとなったとなったとなった

公共交通網公共交通網公共交通網公共交通網のののの構築構築構築構築をををを検討検討検討検討してまいりしてまいりしてまいりしてまいりますますますます。。。。    

    

(6)(6)(6)(6)    そのそのそのその他他他他のののの重点事業重点事業重点事業重点事業    

        以上以上以上以上、、、、施策施策施策施策のののの５つの５つの５つの５つの柱柱柱柱にににに基基基基づくづくづくづく事業事業事業事業以外以外以外以外のののの重点事業重点事業重点事業重点事業につにつにつにつ

いていていていて説明説明説明説明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

        先先先先にににに申申申申しししし上上上上げたげたげたげた、、、、三木市総合計画三木市総合計画三木市総合計画三木市総合計画のののの策定策定策定策定のほかのほかのほかのほか、、、、市市市市のホのホのホのホ

ームページをリニューアルしームページをリニューアルしームページをリニューアルしームページをリニューアルし、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者やややや障障障障がいがいがいがい者者者者にもにもにもにも利用利用利用利用

しやすくするとともにしやすくするとともにしやすくするとともにしやすくするとともに、、、、スマートフォンにもスマートフォンにもスマートフォンにもスマートフォンにも対応対応対応対応するなどするなどするなどするなど、、、、
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多多多多くのくのくのくの人人人人がががが簡単簡単簡単簡単にににに本本本本市市市市のののの情報情報情報情報をををを得得得得ることができるようなることができるようなることができるようなることができるような環環環環

境境境境をををを整整整整えますえますえますえます。。。。    

        次次次次にににに、、、、三木創生三木創生三木創生三木創生のののの取組取組取組取組としてとしてとしてとして、、、、国国国国のののの準備段階調査準備段階調査準備段階調査準備段階調査にににに個所個所個所個所

付付付付けされたけされたけされたけされた、（、（、（、（仮称仮称仮称仮称））））三木三木三木三木スマートインターチェンジのスマートインターチェンジのスマートインターチェンジのスマートインターチェンジの事業事業事業事業

化化化化にににに向向向向けたけたけたけた予備設計予備設計予備設計予備設計にににに着手着手着手着手するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、高速道路網高速道路網高速道路網高速道路網のののの優優優優

位性位性位性位性をををを生生生生かしたかしたかしたかした、、、、新新新新たなまちのたなまちのたなまちのたなまちの活性化策活性化策活性化策活性化策をををを検討検討検討検討してまいりしてまいりしてまいりしてまいり

ますますますます。。。。    

生涯活躍生涯活躍生涯活躍生涯活躍のまちののまちののまちののまちの推進推進推進推進についてはについてはについてはについては、、、、モデルモデルモデルモデル地区地区地区地区でででであるあるあるある緑緑緑緑

がががが丘丘丘丘においてにおいてにおいてにおいて、、、、生涯活躍生涯活躍生涯活躍生涯活躍のまちのまちのまちのまち推進機構推進機構推進機構推進機構をををを主体主体主体主体にににに、、、、地域住地域住地域住地域住

民民民民、、、、企業企業企業企業、、、、大学等大学等大学等大学等とととと連携連携連携連携しししし、「、「、「、「健康寿命健康寿命健康寿命健康寿命のののの延伸延伸延伸延伸」「」「」「」「多様多様多様多様なななな働働働働

きききき方方方方」「」「」「」「学生学生学生学生とととと地域地域地域地域がががが連携連携連携連携したまちづくりしたまちづくりしたまちづくりしたまちづくり」」」」などなどなどなど生活生活生活生活をををを豊豊豊豊かかかか

にするサービにするサービにするサービにするサービスやモノについてスやモノについてスやモノについてスやモノについて、、、、地域地域地域地域のニーズやアイデアのニーズやアイデアのニーズやアイデアのニーズやアイデア、、、、

企業企業企業企業からのからのからのからの提案提案提案提案をををを実践実践実践実践・・・・検証検証検証検証していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

        移住移住移住移住・・・・定住定住定住定住のののの促進促進促進促進についてはについてはについてはについては、、、、市外市外市外市外からからからから新新新新たにたにたにたに転入転入転入転入しししし住住住住

宅宅宅宅をををを取得取得取得取得したしたしたした世帯世帯世帯世帯にににに対対対対してしてしてして、、、、取得費取得費取得費取得費のののの一部一部一部一部をををを助成助成助成助成するととするととするととするとと

もにもにもにもに、、、、取得取得取得取得したしたしたした住宅住宅住宅住宅にににに係係係係るるるる固定資産税固定資産税固定資産税固定資産税・・・・都市計画税都市計画税都市計画税都市計画税のののの一部一部一部一部

をををを補助補助補助補助することですることですることですることで、、、、若若若若いいいい世代世代世代世代のののの転入転入転入転入をををを促進促進促進促進するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、

転出転出転出転出をををを抑制抑制抑制抑制するためするためするためするため引引引引きききき続続続続きききき取取取取りりりり組組組組んでまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります。。。。    


