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第５章 まちづくりの基本理念 

「基本理念」は，まちづくりにおいて最も大切にしなければならない考え方です。本市はこれま

で「多様なフィールドで活躍するプレーヤーづくり」と「サポーターに支えられた安全・安心なま

ちづくり」「市内外のファンを引きつける魅力あるまちづくり」の３つの基本理念のもと，まちづ

くりに取り組んできました。このまちの魅力を将来に継承し，一層輝かせるため，そして，これま

での基本理念を更に発展させ，時代に合ったまちづくりを推進するため，以下の基本理念を掲げま

す。 

    鹿嶋らしさを生かした豊かなまちづくり １

 本市は，Jリーグ・鹿島アントラーズのホームタウンであり，これまでに培ったスポーツ先進の

まちと，東国随一の古社である鹿島神宮や剣聖・塚原卜伝生誕の地といった歴史と文化を伝えるま

ちです。同時に，最先端の科学技術を擁した工業都市でもあり，北浦や鹿島灘等豊かな自然環境が

あるまちでもあるなど，様々な顔を持ち，他地域にはない魅力を有しています。こうした誇れる地

域資源を市民一人ひとりが認識し，市内外へ積極的に発信していくことで，私たちが誇れる「鹿嶋

らしさ」をまちづくりに生かすことができます。 

そして，2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の舞台となる見込みである等，本

市のシンボルのひとつであるスポーツ資源を生かして，スポーツ・観光・商工業等，様々なシーン

における市民活力の向上や交流人口の増加を通じて，地域の活性化を図ります。こうした資源の価

値を財産，レガシーとして引き継ぎ，更に「鹿嶋らしさ」として磨き上げることで，豊かで誇れる

未来が描けるまちを目指します。 
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    未来を担う「鹿嶋っ子」を育むまちづくり ２

 鹿嶋らしさを大切に感じ，地域に愛着や誇りを持った子どもたちを育成することで，本市の未来

を担う「鹿嶋っ子」を育成していくまちづくりを目指します。そして，他地域に先駆けて特色ある

教育への取り組みを強化し，引き続き「教育先進都市」としての教育環境の充実を図るとともに，

地域社会全体で子どもの育ちを支えます。また，その土台づくりとなる少子化対策として，結婚か

ら出産，育児，教育と切れ目のない支援を通じて，「子育てするなら鹿嶋市で！」と誰もが思う，

子どもを生み育てやすいまちづくりを目指します。 

 こうした取り組みを通して，本市で生まれ，日々の暮らしの中で学び育つことで，鹿嶋らしさと

しての地域性・地域力を十分に理解しながら，人格形成の土台がつくられ，このまちを更に豊かに

するために活躍する市民である「鹿嶋っ子」の育成を図り，また，本市を離れても，鹿嶋市への愛

着を持って，本市の発展に寄与する人材の育成を行うことができるまちづくりを目指します。 

 

 

    地域を牽引するリーディング自治体を目指すまちづくり ３

本市には，世界に誇る鉄鋼メーカーの存在や Jリーグ最多のタイトル獲得を誇る鹿島アントラー

ズ，日本三大神宮のひとつである鹿島神宮等，数多くの貴重な地域資源があります。これらと並び

称されるように，日本国内だけではなく，世界中に広く認知される自治体を目指します。また，市

民が本市を世界や日本中に誇れるようなまちづくりを目指します。 

 鹿行地域の中心に位置する本市には，民間企業で活躍している方，地場産業に従事する方，さら

にはプロサッカー選手やそのOB等，多彩な経験・キャリアを持つ市民が存在しています。この財

産を，「鹿嶋らしさ」のひとつとして前面に打ち出したまちづくりを相乗的に展開し，豊富な地域

資源と合せて活用し，地域を牽引するリーディング自治体となるようなまちづくりを目指します。 
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第６章 鹿嶋市の将来像 

総合計画では将来像を以下のように定め，市が一体となってまちづくりに取り組みます。 

 

 

子どもが元気 

香る歴史とスポーツで紡ぐまち 鹿嶋 

 

 まちの将来像は，すべての市民・事業者・行政が，まちづくりを進めるうえで共有するイメージ

を表現し，まちづくりの指針とするために作成したスローガンです。 

 

 本市においても，少子高齢社会の進行に伴う人口減少が想定されています。本計画では，今後の

高齢社会を支え，将来にわたって活力ある地域社会を維持するためには，「子どもが元気」で，市

民の笑顔あふれるまちであることが大切であると考え，結婚から出産，子育て，教育について，行

政はもとより，市民みんなで支援していくことを目指しています。 

 そのためには，鹿島神宮をはじめとする悠久の歴史，そして，その息吹が香る伝統あるまちであ

るとともに，サッカーや武道等を中心にこれまで培ってきたスポーツ文化が織りなす魅力あるまち

であることを礎に，「鹿嶋っ子」の郷土愛を育み，更に未来に向かって本市の魅力を紡ぎ，磨き上

げていくことが重要であると考え，将来像として定めました。 
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第７章 将来フレーム 

 人口フレーム １

（１）定住人口 
 前期基本計画においては，まちの活気を示す基本的な指標である定住人口を，平成 33（2021）

年で 70,000 人と定めてきました。 

その後，平成 27（2015）年度に策定した「鹿嶋市人口ビジョン」では，合計特殊出生率の向

上（平成 42（2030）年までに 1.8まで上昇）と，転入促進と転出抑制による社会増を進め，平

成 72（2060）年に 50,000 人程度の総人口を目標としました。この中で，本市の平成 32（2020）

年の推計人口は 65,750 人で，平成 27（2015）年の 66,769 人をピークに減少局面に差し掛

かるとされています。しかし，平成 28（2016）年の実績値は 67,817 人で人口増となっており，

その後の減少率等を勘案した本計画における定住人口の目標値の再設定が必要になります。 

■人口の推移 

 

資料：鹿嶋市｜鹿嶋市人口ビジョン【平成 29年～33年】 

常住人口調査【平成 24年～28年】 

これに加えて，市民・事業者・各種団体・行政等が力を合わせて総合的なまちづくりを推進する

ことで，地元雇用を促進するとともに，子育てのしやすい環境を醸成することにより，若い世代の

結婚・出産・子育てに対する不安の解消と，希望を実現できるよう取り組んでいきます。また，I

ターンを中心とする若い世代の定住促進のための取り組みを一層進めることにより，子育て世代が

住みやすいまちづくりに取り組んでいきます。こうした取り組みにより，転出の抑制，転入の促進，

出生率の向上を図ることで，これらの効果を加味し，平成 33（2021）年の定住人口の目標値を

68,000 人と再設定します。 
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（２）活動人口 
これまでは定住人口の規模によってまちの活力（地域経済への影響力や財政力）を計ってきまし

た。これから直面する人口減少社会を鑑みて，市民自治力を高め，多くの人が積極的に関われるま

ちづくりを行うことで，たとえ総人口が減少したとしても，活気あるまちを目指します。 

前期基本計画において，将来のまちの活力を示す新たな人口指標として，地域の活動に取り組む

「まちづくり人口」，仕事や学業，観光で訪れる「交流人口」を合わせた「活動人口」を設定しま

した。本計画においても，「活動人口」の数値目標を設定しています。 

 

①まちづくり人口    

本市のまちづくり人口は，44,320 人であり，前期基本計画策定時と比較して，若干減少して

います。市民活動団体会員数が約 10,000 人，市社会福祉協議会会員数が約 8,600 人，地区ま

ちづくり委員会委員数が約 850 人，環境サポーター登録者数が約 620 人といずれも微増で，

ボランティアセンター登録者数は約 1,200 人と大きく増加しているものの，行政区加入者数が

約 14,000 人と減少しており，子ども会・シニアクラブ会員数が約 6,300 人，自警団・地区防

犯組織参加者数が約 1,900 人，消防団員が約 760 人，国際交流協会会員数が 90 人と減少傾

向にあり，全体としては減少しています。 

 

②交流人口 

本市の交流人口は 20,549 人であり，前期基本計画策定時と比較して，少子化の影響による

通学者の減少を背景に若干減少しています。本市の資源を有効に活用し，より多くの人が訪れた

い，再訪したいと思えるようなまちとなるよう，本市らしさを生かしたまちづくりに取り組むこ

とが大切です。また，雇用機会の創出を図り活気あるまちの実現を目指します。 

■交流人口の推移 

区   分 平成 22 年 平成 27 年 増減比 

通学・通勤者の流入人口 13,904 人(H17) 13,414 人(H22) 96.5％ 

 通学者 1,165 人(H17) 1,087 人(H22) 93.3％ 

 通勤者 12,739 人(H17) 12,327 人(H22) 96.8％ 

１日平均の観光客数 7,376 人(H22) 7,135 人(H26) 96.7％ 

交流人口 21,280 人  20,549 人 96.6％ 

資料：通学・通勤者の流入人口は国勢調査 
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目標目標目標目標    

目標目標目標目標    

目標目標目標目標    

 

■活動人口の現状値と目標値 

区   分 平成 22 年 平成 27 年 H33 目標値 達成率 

まちづくり人口 44,970 人 44,320 人 45,000 人 98.5％ 

交 流 人 口 

（通勤・通学による流入人口） 

（１日平均の観光客数） 

21,280 人 

(13,904 人：H17) 

(7,376 人：H22) 

20,549 人 

(13,414 人：H22) 

(7,135 人：H26) 

25,000 人 82.2％ 

活 動 人 口 66,250 人 64,869 人 70,000 人 92.7％ 

資料：国勢調査ほか 

 

■３つの人口フレームによるまち活性化の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

鹿嶋の魅力ある資源を有効に活用し， 

何度も訪れてみたくなるまちづくりを進める。 

 

＜H22＞ 

⇒ 

＜現状値(H27)＞ 

⇒ 

＜目標値(Ｈ33)＞ 

21,280 人 20,549 人 25,000 人 

          ※１日あたりの人数 

 

まちづくり人口まちづくり人口まちづくり人口まちづくり人口    

活性の環 

を動かします。 

交流人口 

活性の環 

を動かします。 

３つの環の回転を受けて 

まちが元気になる環 

がまわり出します。 

誰もが安全で安心して暮らすことができるよう，ソフト・

ハードの両面から住み続けられるまちづくりを進める。 

 

＜H22＞ 

⇒ 

＜現状値(H28)＞ 

⇒ 

＜目標値(H33)＞ 

66,093 人 67,817 人 

 

66668888,000,000,000,000 人人人人    

市民自治力を高め，誰もが活躍できる 

まちづくりを進める。 

 

＜H22＞ 

⇒

＜現状値(H27)＞ 

⇒ 

＜目標値(H33)＞ 

44,970 人 44,320 人 45,000 人 

          ※１日あたりの人数 

定住人口定住人口定住人口定住人口    

活性の環 

を動かします。 

毎日およそ 70,000 人が 

「活動」する鹿嶋市 
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 土地利用構想 ２

（１）土地利用の基本的な考え方 
 土地利用にあたっては，地域経済の活性と自然環境の保全，災害に強く，安全で快適な環境の確

保等，様々な要素のバランスが大切で，総合的・計画的に進めていく必要があります。 

（２）土地利用の基本方針 
 地域ごとの特性に着目し，適切な土地利用を進め，快適性と利便性を高める必要があります。多

様な市民のニーズに対応するため，以下の項目を基本事項とします。 

①安全・安心で快適な住宅地の整備と地域コミュニティの形成【住宅地ゾーン】 

・住んでみたい，住み続けたいと思える住環境を整備・保全するため，日常生活に必要な施設等

が適切に配置された，住宅地の形成に努めます。 

・地域による支え合いが必要となるため，地域コミュニティの形成を支援します。 

②スポーツを中心とした交流拠点の創出【スポーツ・レクリエーションゾーン】 

・カシマサッカースタジアム及び市内スポーツ施設の周辺における交流拠点の創出を検討し，地

域のスポーツ資源を活用した地域の活性化に努めます。 

③活気ある商業地の創出【商業ゾーン】 

・鹿島神宮周辺地区については，鹿嶋市の顔として魅力的な観光商業空間の創出に努めます。 

・国道 51号及び国道 124号の沿線における商業地の創出を図ります。 

・大野３駅（鹿島大野・はまなす・荒野台）周辺地区においては，住宅地の形成に合わせ，生活

に必要な商業施設等の集積を図ります。 

④工業振興につながる工業用地の形成【工業ゾーン】 

・既存企業の生産活動の活性化を促進するとともに，企業誘致を推進します。 

・外港地区公共ふ頭・北公共ふ頭の早期完成を国，県に要請します。 

・東関東自動車道水戸線の潮来～鉾田間の早期完成を国，県に要請するとともに，鹿嶋市までの

延伸についても要請を続けます。 

・港湾整備の推進に合わせ，後背地の利活用を推進します。 

⑤農業や自然環境，歴史・文化の保護の推進【農地・自然地ゾーン】 

・農地の基盤整備を推進し保全を図るとともに，本市の特徴的な風景である緑地の保全や市街地

近傍の樹林地を保全します。 

⑥交流・観光拠点の形成【観光ゾーン】 

・市内外の人が，様々な体験を通して，出会い，交流することができる拠点の整備を推進します。 

・海岸や湖岸のウォーターフロントを活用し，にぎわいづくりのための整備を進めます。 
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■土地利用の方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【住宅地ゾーン】 

良好な住環境の整備に努めるとともに，

地区計画等の導入により，生活に関連し

た店舗の計画的な立地を図ります。 

【スポーツ・レクリエーションゾーン】 

カシマサッカースタジアム及び市内スポ

ーツ施設の周辺の交流拠点の創出を検討

し，地域スポーツ資源の活用を図ります。 

【商業ゾーン】 

生活に必要な商業施設の集積を図り，魅

力的な商業空間の創出に努めます。 

【工業ゾーン】 

既存企業の生産活動の活性化を促進する

とともに，港湾機能を生かした土地利用

を推進します。 

【農地・自然地ゾーン】 

農地の基盤整備を推進し，保全を図ると

ともに，斜面緑地や樹林地の積極的な保

全を図ります。 

【観光ゾーン】 

市内外の人が，様々な体験を通して，出

会い，交流することができる拠点の整備

を推進します。 

【既存集落】 

集落の生活環境の充実等，住みよい住環

境づくりに努めます。 

 

 

  

鹿島神宮，カシマサッカースタジア

ム，海岸，湖岸等を有機的に結び， 

交流・観光の拠点を形成します。 

市北部の拠点地区として商業集積と

優良な住宅地の形成を図ります。 

市民農園や観光農園等，交流の場の 

創出を図ります。 

優良な農地の保全に努めます。 

ウォーターフロント観光地として

の展開を図ります。 

外港地区公共ふ頭を整備します。 

鹿嶋市の顔としての魅力的な 

空間を創出します。 
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第８章 まちづくりの基本目標 

 基本目標と基本政策の設定 １

 まちづくりの基本理念に基づき，将来像を実現するため，６つの基本目標及びそれに関連する

13 の基本政策を定めます。 

 基本目標とは，本市のまちづくりの基本課題を解決し，将来像の実現に向けて取り組んでいく，

本計画のゴールを示したものです。６つの基本目標は，それぞれ個別に目指していくものではなく，

お互いに関連性を持ちながら相乗効果を高めていくことが重要です。 

 また，基本政策とは，市民と共に目指すまちづくりの方向性を示しており，本市の最も基本とな

る施策の枠組みとなるものです。 

 
■基本目標の相関図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

定住人口の活性化定住人口の活性化定住人口の活性化定住人口の活性化    

交流人口の活性化交流人口の活性化交流人口の活性化交流人口の活性化    

～目標６～ 

自立した信頼のあるまち 

～目標２～ 

未来を創るひとづくり・まちづくり 

～目標４～ 

市民と共に創る 

まちづくり 

～目標３～ 

地域資源を生かした 

まちづくり 

～目標１～ 

スポーツでつながるまちづくり 

まちづくり人口の活性化まちづくり人口の活性化まちづくり人口の活性化まちづくり人口の活性化    

～目標５～ 

住んで安心のまちづくり 
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 基本目標の概要 ２

基本目標１ スポーツでつながるまちづくり 

 サッカーをはじめとするスポーツや武道の振興に加え，ウォーターフロントを活用したビーチス

ポーツの促進等，様々なスポーツ施策の充実を図ります。また，これからはスポーツと観光・交流

を中心とした一層の連携が必要で，市民の健康づくりと合わせて交流人口の活性化につなげていき

ます。 

 

基本目標２ 未来を創るひとづくり・まちづくり 

子育て施策の充実や教育環境の整備を図り，「子育てするなら鹿嶋市で！」を目指します。それ

ぞれのライフスタイルに応じた支援体制を整備し，結婚から出産，子育て，教育まで一貫した支援

をしていきます。 

 

基本目標３ 地域資源を生かしたまちづくり 

 地域の活力・魅力を生かして，地域産業の支援と施策の充実を図り，「にぎわいのあるまち」を

目指し，交流人口の増加へとつながるまちづくりを進めます。文化・芸術等の施策の充実を図り，

市民の様々な経験や行動力等をまちづくりに発揮できる環境を整備していきます。 

 

基本目標４ 市民と共に創るまちづくり 

市民と行政が一体となって，積極的な情報共有を図り，課題解決に向けて共に目標を設定し，そ

の解決や新たな価値を創造することで，「協働のまちづくり」から一歩進んだ『共創のまちづくり』

を進めていきます。 

そして，積極的に地域づくりに参画し，地域のつながりを尊重することで，市民が相互に支え合

うことができる地域社会の構築を目指し，市民と共に元気な鹿嶋をつくっていきます。女性も男性

も，性別に関わりなく，あらゆる分野で活躍ができる社会づくりに取り組んでいきます。 

 

基本目標５ 住んで安心のまちづくり 

 保健・医療・福祉の充実や，都市基盤の整備，危機管理対策の充実を図ることで生活環境の向上

に努め，「住んで安心のまちづくり」を実現していくことで，定住人口の増加（減少抑制）につな

がるまちづくりを進めます。 

また，安心して住みやすいまちにするためには，防災・減災，そして防犯体制の充実を図り，市

民と共に安心して暮らせるまちをつくります。こうした取り組みを積み重ねながら，市民が主役に

なってできることを積極的に支援していきます。 

 

基本目標６ 自立した信頼のあるまち 

 健全な行財政運営のため，すべての施策の基盤となる自立したまちづくりを進めます。また，ま

ちづくりを積極的に進めるために，職員の資質の向上に努めます。  
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■基本目標と基本政策の一覧 

＜基本目標＞ ＜基本政策＞ 

基本目標１ 

 スポーツでつながる 

まちづくり 

政策１ 笑顔あつまるスポーツのまち【スポーツ・交流人口】 

政策２ 健康で活気みなぎるまち【健康増進】 

基本目標２ 

未来を創る 

ひとづくり・まちづくり 

政策３ 子どもを生み育てやすいまち【子育て】 

政策４ 豊かな人を育むまち【教育】 

政策５ 学び・楽しみ，地域がつながるまち【社会教育】 

基本目標３ 

 地域資源を生かした 

まちづくり 

政策６ 多様な交流が生まれるまち【観光・交流】 

政策７ 活力ある産業育成のまち【農業・漁業・商工業】 

政策８ 豊かな自然と共生するまち【自然環境・居住環境】 

基本目標４ 

 市民と共に創るまちづくり 

政策９ 地域が結び，笑顔あふれるまち【コミュニティ・人権】 

政策 10 女性も男性も輝くまち【男女共同参画】 

基本目標５ 

 住んで安心のまちづくり 

政策 11 みんなにやさしい福祉のまち【保健・医療・福祉】 

政策 12 安全に暮らせるまち【危機管理・都市基盤】 

基本目標６ 

 自立した信頼のあるまち 

政策 13 持続可能な行財政運営【行財政運営・広域行政】 
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第９章 まちづくりの基本政策 
 

基本目標１ スポーツでつながるまちづくり 

政策１  笑顔あつまるスポーツのまち【スポーツ・交流人口】 

スポーツを通じた多様な人との交流を図り，豊かな心の育成を促すとともに，スポーツと観光等

の他産業が連携したスポーツ産業の創出を図ります。さらに，第 74 回国民体育大会茨城大会や

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて，スポーツのまちとしてのイメージ

を高め，これらの大会の成功に向けた市民の気運を醸成します。 

政策２  健康で活気みなぎるまち【健康増進】 

市民の誰もが生涯にわたってスポーツに親しみ，いつまでも健康でいられる丈夫な体と心の健康

を育める環境の整備に取り組み，老若男女を問わず，広くスポーツを通じて，市民の活力を高めま

す。 

 

 

基本目標２ 未来を創るひとづくり・まちづくり 

政策３  子どもを生み育てやすいまち【子育て】 

結婚や出産・子育てに対する支援の充実を図り，安心して子どもを生み育てられる環境の整備を

図ります。また，地域や企業と連携し，地域ぐるみで子どもを育てる社会を醸成します。さらに，

家庭教育の質の向上に向けたサポートを図り，子どもがのびのびと成長できる環境を整えていきま

す。 

政策４  豊かな人を育むまち【教育】 

幼児教育，学校教育の充実を図り，子ども一人ひとりの成長に向き合い，豊かな心と生きる力を

育成します。また，教育環境の充実に注力しつつ，開かれた学校づくりを推進することで，個性を

発揮できる人材の育成に取り組みます。 

政策５  学び・楽しみ，地域がつながるまち【社会教育】 

社会教育や郷土教育を充実させ，市民の誰もが主体的に活動に参加し，生涯学習の成果を広く地

域に生かせる機会を創出するなど，活動しやすい環境づくりを進めていきます。 
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基本目標３ 地域資源を生かしたまちづくり 

政策６  多様な交流が生まれるまち【観光・交流】 

本市の豊かな歴史・文化資源や自然資源等の有効活用を図り，従来のまちの魅力を市内外に積極

的に発信するとともに，観光資源を有機的に結び，地域の魅力をブラッシュアップし，新たな魅力

づくりに取り組みます。 

また，友好都市や姉妹都市との交流をはじめとした国際交流を推進するとともに，市民主体の多

様な交流を促進することにより，交流活動の裾野の拡大を図ります。 

政策７  活力ある産業育成のまち【農業・漁業・商工業】 

工業のまちとして，積極的な産業活性策を打ち出しつつ，地場産業の育成，農業・漁業の振興等，

各分野における産業の充実に向けた取り組みを推進します。 

また，農・漁・工・商が交流・連携することで，ブランド化等の更なる付加価値の向上を図ると

ともに，本市で暮らしたいという人をひとりでも多く迎えることができるよう，産業の活性化を通

して雇用の確保に努めます。 

政策８  豊かな自然と共生するまち【自然環境・居住環境】 

鹿島神宮樹叢や斜面緑地，鹿島灘や北浦等の自然環境をあるべき姿のまま次世代に引き継ぐため，

市民一人ひとりが自然環境にふれ，学習し，そして行動することのできる機会の創出に努めます。 

また，節電や省エネ，循環型社会の実現，新エネルギーの導入の検討等，地球環境の保全に向け

た様々な取り組みを強化し，美しい自然，住みよいまちを次の世代へと伝えていきます。 

自然を守り，資源を有効に活用するため，そして，豊かな居住環境を維持するために，５R（リ

デュース，リユース，リサイクル，リフューズ，リペア）の推進を図り，本市の魅力である自然を

守る社会環境の構築を，より一層進めていきます。 

 

基本目標４ 市民と共に創るまちづくり 

政策９  地域が結び，笑顔あふれるまち【コミュニティ・人権】 

市民と行政が一体となって，積極的な情報共有を図り，課題解決に向けて，共に目標を設定し，

その解決や新たな価値を創造することで，「共創のまちづくり」を進めていきます。 

そして，公民館を拠点として，コミュニティ活動を活性化することにより，市民が笑顔で輝くこ

とができるまちづくりを目指します。また，地域の諸問題に対して，地域住民で解決できるような

活動を推進するとともに，自治会への加入促進を図り，誰もが笑顔で過ごせるまちづくりを推進し

ます。 

また，様々な人たちとのコミュニティ活動により，多様な価値観にふれ合うことができます。そ

うした地域コミュニティを通して人権を尊重できる社会の醸成を目指します。 
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政策 10  女性も男性も輝くまち【男女共同参画】 

女性も男性もすべての個人が互いの人権を尊重し，性別に関わりなく，その個性と能力を十分に

発揮できる社会を育てていくことで，少子高齢社会に対応できる活力ある地域社会の醸成を目指し

ます。 

 

基本目標５ 住んで安心のまちづくり 

政策 11  みんなにやさしい福祉のまち【保健・医療・福祉】 

誰もが健やかで安心して暮らすことができるよう，市民一人ひとりの健康づくりと疾病予防に取

り組むとともに，国，県及び近隣自治体とも連携する中で，地域医療・救急医療体制の充実を図り

ます。 

福祉分野においては，自助・互助・共助・公助の観点で，地域ぐるみの福祉のまちづくりを推進

するとともに，高齢社会への対応等，誰もが住みやすい福祉環境の充実を図ります。 

政策 12  安全に暮らせるまち【危機管理・都市基盤】 

誰もが地震や台風等の自然災害から守られ，安心して生活することができるよう，建物の耐震化

や減災対策を進めるとともに，地域が一体となった防災力の向上を図ります。 

また，防犯や交通安全，消防等の生活安全については，身近に存在する危険に対する意識啓発や

関係機関との連携強化に努めます。そして，市民一人ひとりの生命や財産を守る安全・安心なまち

を目指します。 

今後の人口減少社会の進行が想定されることから，都市基盤のコンパクト化・ネットワーク化を

図るべく将来のまちづくりに向けた検討を行います。 

 

基本目標６ 自立した信頼のあるまち 

政策 13  持続可能な行財政運営【行財政運営・広域行政】 

人口減少による税収の減少や高齢社会の進展に伴い，医療・福祉費用の増大が予想されるなど，

厳しい財政状況の中で，安定した行政サービスを継続して提供していく必要があります。財源の確

保に努めるとともに，健全な財政運営の確立を目指します。 

また，効果的かつ効率的な行政サービスの提供を図るために，広域による行政運営を行います。

併せて，生活圏等を勘案し，定住自立圏構想の検討を行うなど，より一層の広域行政を推進してい

きます。 

そして，複雑高度化，多様化する行政ニーズに対応するため，職員一人ひとりの能力向上に努め，

より質の高い行政サービスの提供を目指すとともに，市民から信頼される人材の育成を進めます。 

 



 

 
 

  


