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計画の体系図

基本構想

将来像 基本目標 まちづくりの方向性（基本施策）
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１ 共に築く次世代につなぐ

まち（共生・協働・行政経

営）

１ 互いに尊重する共生社会の実現

２ 協働によるまちづくりの推進

３ 交流の促進

４ 持続可能な行政経営の推進

２ 安全安心で快適に暮らせ

るまち（定住環境）

１ 定住拠点の整備

２ 道路交通網の整備

３ 公共交通機関の充実

４ 上・下水道の整備

５ 地域におけるデジタル化の推進

６ 安全安心対策の強化

３ 支え合い健やかに暮らせ

るまち（保健・医療・福祉）

１ 健康づくりの推進

２ 支え合う地域福祉の推進

３ 高齢者福祉の充実

４ 障がい者（児）福祉の充実

５ 出会いから子育てにつなぐ一貫した支援

の充実

４ ふるさと淡路を学び創り

育てるまち（教育）

１ 学校教育の充実

２ 生涯学習の充実

３ スポーツ・レクリエーションの充実

４ 人権教育の推進

５ 地域資源と地域活力があ

ふれるまち（産業）

１ 環境先進地への取組

２ 地域産業の活性化（農漁業）

３ 地域産業の活性化（商工業）

４ 地域資源の活用（歴史文化）

５ 地域資源の活用（観光振興）
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後期基本計画

施策の展開（後期基本計画）

(1)「人権のまちづくり」への啓発活動の推進 (2)人権相談・擁護体制の充実

(3)男女共同参画に向けた意識づくり (4)男女共同参画に向けた制度の整備・運用 (5)相談体制の充実

(1)住民参画の促進 (2)町内会、NPO 法人、ボランティア団体等の活動支援 (3)情報提供・情報共有の推進

(4)広報・広聴機能の充実

(1)市民交流の推進 (2)地域間交流の促進 (3)国際交流の推進 (4)交流環境の充実

(1)行政改革の着実な推進 (2)民間活力の導入 (3)職員の資質向上と効率的・効果的な組織づくり

(4)行政運営の適正化の推進 (5)財源の確保

(1)自然と調和した快適な住環境の整備 (2)公営住宅の整備・活用 (3)若者が暮らし、故郷に帰れる定住促進

(4)定住促進のための総合的な施策の展開 (5)土地利用の調整及び都市計画区域の整備

(6)既存施設・用地の利活用 (7)既存市街地の整備 (8)交通結節点の整備 (9)墓地・火葬場の整備・再編

(1)基幹道路の整備 (2)快適な生活道路の整備 (3)良好な歩行空間の確保

(1)既存の生活観光交通の維持・充実 (2)未来への生活観光交通施策の展開

(1)安定した水供給体制の推進 (2)下水道の計画的整備と普及率の向上 (3)生活排水処理の推進

(1)行政サービスの効率化 (2)公共施設のネットワーク化 (3)情報利用技術の普及・向上

(4)情報発信の強化と利活用の推進 (5)官民データ連携基盤の整備

(1)防災体制の整備 (2)自主防災の推進 (3)河川・ため池の整備 (4)防災設備・施設等の整備

(5)交通安全施策の推進 (6)犯罪の防止 (7)消費者保護の充実

(1)地域活動による健康づくりの推進 (2)保健活動・疾病予防の推進 (3)心の健康づくりの推進

(4)母子保健事業の推進 (5)地域医療体制の充実

(1)地域福祉活動拠点づくり (2)市民による地域福祉活動の推進 (3)地域福祉推進体制の充実

(4)権利擁護の推進 (5)ユニバーサル社会の推進

(1)地域包括ケア体制の充実 (2)介護予防の推進 (3)高齢者虐待防止や認知症高齢者等支援体制の充実

(4)介護サービス基盤の整備 (5)高齢者の社会参加の促進

(1)相談体制や多様な支援体制の整備 (2)自立生活への支援 (3)社会参加の促進

(1)出会い促進・結婚支援 (2)地域で共に育む環境づくり (3)仕事と家庭生活との両立支援

(4)相談・支援体制の充実

(1)自立して未来に挑戦する態度の育成 (2)特色ある教育の充実をはじめ、「生きる力」を育む教育の推進

(3)子どもたちの学びを支える仕組みの確立 (4)教育体制・環境整備の充実

(1)生涯学習機会の充実 (2)住民主体の生涯学習活動への支援 (3)生涯学習拠点機能の充実

(4)青少年健全育成の推進

(1)スポーツ・レクリエーション機会の充実 (2)住民主体のスポーツ・レクリエーション活動への支援

(3)スポーツ・レクリエーション拠点機能の充実

(1)人権教育の推進

(1)地球環境の保全 (2)自然環境・景観の保全・共生 (3)環境意識の高揚 (4)公園緑地の充実

(5)自然エネルギー等利用の促進 (6)ごみ減量、資源リサイクルの推進 (7)環境汚染防止

(1)里山里海の保全による活性化 (2)６次産業化の推進と販路開拓

(3)グリーンツーリズム・ブルーツーリズムの推進 (4)産官学連携による農漁業振興の研究

(5)担い手の育成 (6)有害鳥獣対策等の充実 (7)魅力ある農業の推進 (8)持続的な水産業の実現

(9)漁業経営基盤の強化 (10)漁業基盤の整備

(1)商業拠点の整備 (2)地域特性に合った商業振興 (3)郊外型商業施設の集積と活性化

(4)地域ブランド化や新たな商品の開発による地場産業の振興 (5)経営基盤の整備及び中小企業対策の充実

(6)企業誘致の推進

(1)文化・芸術活動の振興 (2)文化財調査の推進と価値の共有 (3)歴史文化を生かし・守るための基盤づくり

(4)歴史文化を守り・伝える取組の推進 (5)歴史文化の魅力を地域づくりや観光振興に生かす活動の支援

(1)総合的な観光施策の推進 (2)観光資源の整備・開発 (3)広域連携による観光資源の活用

(4)地域ブランドの形成 (5)癒しの空間、おもてなしの心づくり
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第２次総合計画 後期基本計画 関連計画一覧

第１章 共に築く次世代につなぐまち（共生・協働・行政経営）

節 施策の方向性 計画名

１ 互いに尊重する共生社会の実現
・淡路市人権まちづくり基本計画

・第２次淡路市男女共同参画プラン

４ 持続可能な行政経営の推進

・淡路市定員適正化計画（第４次）

・淡路市公共施設等総合管理計画

・第５次淡路市行政改革大綱

・第２次淡路市新行財政改革推進方策

第２章 安全安心で快適に暮らせるまち（定住環境）

節 施策の方向性 計画名

１ 定住拠点の整備

・淡路市住生活基本計画

・淡路市公営住宅等長寿命化計画

・淡路市都市計画マスタープラン

・淡路市公共施設等総合管理計画

・淡路島地域公共交通網形成計画

・淡路市新火葬場基本計画

・第７次国土調査事業十箇年計画

２ 道路交通網の整備

・淡路市橋梁長寿命化修繕計画

・淡路市通学路交通安全プログラム

・淡路市自転車ネットワーク整備計画

３ 公共交通機関の充実
・淡路島地域公共交通網形成計画

・淡路市高速バス駐車場整備基本計画

４ 上・下水道の整備

・淡路市公共下水道全体計画

・淡路市一般廃棄物処理基本計画（生活排水処理基本計

画）

・淡路市下水道事業経営戦略

・淡路広域水道企業団水道事業ビジョン

・淡路広域水道企業団水道事業経営戦略

５ 地域におけるデジタル化の推進
・淡路市情報化計画

・淡路市官民データ活用推進計画

６ 安全安心対策の強化
・淡路市地域防災計画

・淡路市国土強靭化計画
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第３章 支え合い健やかに暮らせるまち（保健・医療・福祉）

節 施策の方向性 計画名

１ 健康づくりの推進 ・健康淡路 21（第２次）計画

２ 支え合う地域福祉の推進 ・第４期淡路市地域福祉計画

３ 高齢者福祉の充実
・淡路市高齢者保健福祉計画及び第８期介護保険事業

計画

４ 障がい者（児）福祉の充実

・第３次淡路市障がい者基本計画

・第６期淡路市障がい福祉計画

・第２期淡路市障がい児福祉計画

５
出会いから子育てにつなぐ一貫した支援の

充実

・淡路市子ども・子育て支援事業計画（第２期）

・淡路市保育所等適正規模推進計画

第４章 ふるさと淡路を学び創り育てるまち（教育）

節 施策の方向性 計画名

１ 学校教育の充実
・第２期淡路市教育振興基本計画

・淡路市小中学校再編推進計画

２ 生涯学習の充実

・淡路市歴史文化基本構想

・第２次淡路市立図書館基本計画

・第２次淡路市子ども読書活動推進計画

・淡路市子ども・子育て支援事業計画（第２期）

４ 人権教育の推進 ・淡路市人権まちづくり基本計画

第５章 地域資源と地域活力があふれるまち（産業）

節 施策の方向性 計画名

１ 環境先進地への取組

・淡路市第３次地球温暖化対策実行計画

・淡路市環境基本計画

・淡路市一般廃棄物処理基本計画（ごみ処理基本計画）

・淡路市分別収集計画（第９期）

・淡路地域ごみ処理広域化計画

・淡路市公共施設等個別施設計画

４ 地域資源の活用（歴史文化）
・淡路市歴史文化基本構想

・淡路市文化財保存活用地域計画
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第１章 共に築く次世代につなぐまち（共生・協働・行政経営）

第１章

共に築く次世代につなぐまち

（共生・協働・行政経営）
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第   節 互いに尊重する共生社会の実現

１．基本方針

２．施策の体系

３．施策の展開

(1) 「人権のまちづくり」への啓発活動の推進

●人権啓発活動を、差別をされている当事者だけの問題とするのではなく、自分事として、私た

ち自身が「暮らしやすい社会となるようなルールをつくっていく」という視点で推進します。

(2) 人権相談・擁護体制の充実

●社会的要支援者や資力が乏しい方でも、法的支援が受けられる環境づくりを推進します。

●人権擁護委員など関係機関との連携を深め、人権相談・人権擁護体制の充実を図ります。

互いに尊重する共生社会の

実現
(1)「人権のまちづくり」への啓発活動の推進

(2) 人権相談・擁護体制の充実

(3) 男女共同参画に向けた意識づくり

(4) 男女共同参画に向けた制度の整備・運用

(5) 相談体制の充実

１

誰もが個性や自己の価値観を持ち、国籍、宗教、言語、習慣なども異なる中、誤

った認識や知識不足による偏見や差別などが起こらないよう、互いの異なる意見

や考え方、生き方の違いを理解し、様々な性的指向・性自認（性同一性）に関する

ことなどの多様性を認め合い、差別のない共生社会の実現を目指し、SDGs「誰一人

取り残さない」持続可能な社会の実現に向け取り組みます。

男女共同参画では、第２次淡路市男女共同参画プランに基づき、男女共同参画社

会の実現を加速させ、女性に対する暴力の根絶及び被害者支援、ジェンダーギャッ

プ解消に努め、女性活躍推進法の施行などによる社会全体での女性活躍の動きを

反映し、家庭、職場、学校、地域において、市民、団体、企業、行政等の様々な立

場の構成員が連携し、男女共同参画社会の実現に取り組みます。

関連する SDGs17 の目標
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(3) 男女共同参画に向けた意識づくり

●男女共同参画についての正しい理解、認識のための実践的な各種セミナーなどの学習機会を充

実します。

●市職員が携わる施策に、男女共同参画の視点を反映できるよう意識啓発に取り組みます。

●多様な性の在り方についての理解を深め、お互いに尊重し合える社会づくりのため、性的マイ

ノリティに対する差別や偏見をなくす人権教育・啓発を推進します。

●ジェンダーギャップ解消のため、審議会等における女性委員の積極的な登用を推進します。

●小中学校の児童・生徒が、性別による固定的な職業・進学などにこだわらず、将来の生き方を

考え、一人一人の個性・資質を生かし、自己の実現を図れるよう指導・支援を行います。

(4) 男女共同参画に向けた制度の整備・運用

●第２次淡路市男女共同参画プランに基づき、計画的かつ効果的な施策を展開します。

(5) 相談体制の充実

●セクシュアルハラスメントや DV など、あらゆる暴力の根絶に向け、関係機関と連携した相談体

制を充実します。

４．自助・共助の取組

５．関連する計画

・淡路市人権まちづくり基本計画

・第２次淡路市男女共同参画プラン

●互いの人権を尊重し、多様性を理解し合い支え合う社会づくりを進める。

●人権問題への取組やボランティア活動に積極的に参加する。

●性別にかかわらず、一人一人の考え方や生き方を尊重する。

●全ての人の心と体を尊重する社会づくりを進める。

●ワーク・ライフ・バランスを心掛ける。

●性別に関わりなく能力や個性が発揮できる職場づくりに努める。

●防災等多様な分野における男女共同参画を進める。

●ジェンダーギャップ解消のため、政策・方針決定の場へ積極的に参加する。

●セクシュアルハラスメントや DVなどのあらゆる暴力を許さない環境を作る。

●事業者等は、自主的な人権教育・啓発の取組を充実するとともに、メンタルケア

やハラスメント防止等に向けた取組を行う。
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第   節 協働によるまちづくりの推進

１．基本方針

２．施策の体系

３．施策の展開

(1) 住民参画の促進

●市民と市がそれぞれの役割を理解し合い、共に地域課題に取り組む協働のまちづくりに向け、推

進体制の整備の支援をするとともに、リーダーの育成にも努めます。

●市政への市民ニーズの反映と市民参画をより促進するため、パブリックコメントやニーズ調査

に加え、ワークショップなど多様な機会の創出に努めます。

●地域の特性に応じた市民、団体の自主的、自発的な取組に関係機関等が多角的に関わり、変動

する社会情勢に対応できる持続可能な活動となるよう情報提供等、連携を支援します。

協働によるまちづくりの推進 (1) 住民参画の促進

(2) 町内会、NPO 法人、ボランティア団体等

の活動支援

(3) 情報提供・情報共有の推進

(4) 広報・広聴機能の充実

２

人口減少、少子高齢など持続可能な地域運営に関する様々な課題に対して、地域

住民、地域団体等が主体的に取り組み、市や事業者等が多角的に関わり、それぞれ

が役割を理解し、相互に連携することにより協働のまちづくりを目指します。

また、広報・広聴機能等の充実により、市政に求められる説明責任を果たし、適

切な情報の公開と共有、市政への参画意識の向上など、開かれた市政を目指しま

す。

関連する SDGs17 の目標
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(2) 町内会、NPO 法人、ボランティア団体等の活動支援

●まちづくりが協働で展開されるよう、町内会、NPO 法人、ボランティア団体等における組織間

での連携に向けた取組を支援します。

(3) 情報提供・情報共有の推進

●市の諸活動を市民に説明する責任を果たし、より一層の信頼確保と市民参画を進めるため、情

報公開制度の適正な運用を図ります。また、市の保有する市政情報を適正に管理し、市政への

市民参画を促す適切な公表に取り組みます。

●個人情報を適正に管理するとともに、「淡路市個人情報保護条例」に基づき、制度の適正な運

用を図ります。また、個人情報保護制度に対する市民の正しい理解を促すため、制度の説明や

啓発に取り組みます。

●公文書の総合的な保存・管理システムの充実を図ります。

(4) 広報・広聴機能の充実

●広報誌やホームページ等、多様な情報媒体を活用しつつ、市内外に向け、市の特色ある取組や

市民生活に密着した情報の発信を行い、より分かりやすく親しみやすい広報活動を推進します。

●市と市民が一体となってまちづくりを進めるため、市民の意見が市政運営に反映されるよう、広

聴機能の充実を図り、市に対して意見が提案しやすい環境づくりに努めます。

４．自助・共助の取組

●地域コミュニティの重要性を認識し、主体的に活動に関わる。

●地域の魅力や課題を共有する機会や場に積極的に参加するとともに、その機会や

場の提案や参加を呼び掛ける。

●市の果たす市民サービスと地域住民が自ら担う役割を理解し、地域住民主体のま

ちづくりを地域一体となり進める。

●市政について知識と関心を持ち、広く情報の収集及び発信をすることで積極的に

市政に参画する。
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第   節 交流の促進

１．基本方針

２．施策の体系

３．施策の展開

(1) 市民交流の推進

●地域課題等の相談に対し、関係機関への情報提供による連携、課題解決に向けた市民活動を支

援し、その交流の輪を広げます。

●世代間交流や地域を越えた新たな交流機会などの充実を図ります。

交流の促進 (1) 市民交流の推進

(2) 地域間交流の促進

(3) 国際交流の推進

(4) 交流環境の充実

３

市民一体感の醸成、地域課題の解決に向け、市民による積極的な地域運営が図ら

れるよう、参画意識の高揚、人材育成、情報提供に努め、市民交流の促進に取り組

みます。

地域課題に対し広域的に取り組むための地域間交流を促進することで、課題の

解決に役立てるだけでなく、地域資源の再発見、魅力発信による地域活性化の機会

の創出に努めます。

また、国際感覚豊かな人材の育成に向け、教育や姉妹都市、友好都市等との国際

交流の機会を充実するとともに、草の根レベルで国際交流を推進する団体を支援

します。

さらに、近年大幅に増加している在住外国人に対する支援や、インバウンド観光

客へのおもてなしなど、国際観光都市として、淡路島の魅力を十分に伝え、外国の

方が訪れてみたくなるまちづくりを目指します。

関連する SDGs17 の目標
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●積極的な地域運営を目指し、地域における人材育成やまちづくりへの参画意識を高めるため、市

民交流を促進します。

●地域の交流拠点として、遊休施設の有効活用を進めます。

●地域コミュニティの活性化に向け、地域コミュニティ間の交流及び情報の共有を図るとともに、

地域コミュニティの課題解決に向けた取組を支援します。

(2) 地域間交流の促進

●島内３市、隣接市町などのつながりを通し、地域資源や地域の魅力を相互に発信、共有するこ

とで、イベントや市民交流などの地域間交流を促進します。

●他地域との相互交流を通じて、観光や地場産品などの地域資源の発見や活用による地域の活性

化を促進します。

(3) 国際交流の推進

●姉妹都市・友好都市交流の継続・発展を図るとともに、社会情勢等に応じた新たな交流の方法

について検討します。

●市民が参画する姉妹都市交流などの国際交流事業を充実し、草の根レベルで国際交流事業を進

める団体への支援や、市民の国際理解を高めるための人材の育成を行います。

●国際理解を深める教育の充実を図るとともに、淡路市国際交流協会等の協力による様々な交流

を通じ、国際社会に通用する幅広い視野と豊かな人間性を育てる機会を充実します。

(4) 交流環境の充実

●在住外国人の日本理解を支援するため、淡路市国際交流協会等と連携し、日本文化、生活習慣

等の学習機会を提供します。

●小中学校など教育現場において、外国語教育の充実を図り、国際感覚豊かな人材育成に努めま

す。

●国際化に対応するため、ICT（情報通信技術）の活用を図るとともに、道路、公共施設等の案内

板などの外国語表示やローマ字併記を推進します。

４．自助・共助の取組

●地域内の交流にとどまらず、他地域との交流に積極的に関わることで、地域の魅力

発見や地域活性化の取組に生かす。

●交流活動に主体的に関わることで、自らが地域を守り育てる意識を持つ。

●地域コミュニティセンターなどの施設を活用し、定期的な地域交流の機会の創出

に努める。

●国際交流活動に積極的に参画し、国際的な視野・感覚を養い、来訪者をおもてなし

の心で迎える。
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第   節 持続可能な行政経営の推進

１．基本方針

２．施策の体系

３．施策の展開

(1) 行政改革の着実な推進

●持続可能な市政運営に向け、市政が本来担うべき役割を明確に整理し、積極的に民間活力の導

入を推進します。

●事務事業に係る内部評価を通して、そのコストや成果を適正に判断し、市民との双方向コミュ

ニケーションを図ります。

持続可能な行政経営の推進 (1) 行政改革の着実な推進

(2) 民間活力の導入

(3) 職員の資質向上と効率的・効果的な組織

づくり

(4) 行政運営の適正化の推進

(5) 財源の確保

４

淡路市行政改革大綱及び淡路市新行財政改革推進方策等に基づき、限られた市

の資源を最大限活用し、行政サービスの質の維持・向上に努め、積極的に民間活力

の導入を推進します。

また、淡路市公共施設等総合管理計画に基づき、市が保有する公共施設等を取り

巻く現状及び課題を多角的に分析し、積極的に既存施設の在り方を整理し、将来負

担の少ない身の丈に合った行財政改革の推進に取り組みます。

市民生活の質の維持及び向上を責務とし、人材育成基本方針に基づく意欲と行

動力のある職員の育成、柔軟かつ機動的な組織体制の構築を目指すとともに、専門

職員の採用や、将来の年齢構成等を十分考慮した平準化を図りつつ一定数の職員

を採用し、適正な定員管理に取り組みます。

関連する SDGs17 の目標
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●淡路市公共施設等総合管理計画に基づき、既存施設の適正化を図り、将来負担の少ない身の丈

に合った行財政運営を推進します。

(2) 民間活力の導入

●第三セクターなど市が出資している団体が指定管理している施設等には、指定管理者制度の本

来の趣旨に基づき、民間事業者のノウハウを活用することで住民の福祉の向上を図り、さらに、

創意工夫によるコスト削減や効率的かつ迅速な運営を促進します。

●市民サービス全般において、民間企業等の経営視点を導入し、サービスの質の向上と効率化の

両立に努めます。

(3) 職員の資質向上と効率的・効果的な組織づくり

●淡路市定員適正化計画に基づき、職員の適正な定員管理に取り組みます。

●全体の奉仕者として適正な人材を確保するとともに、人事評価制度の活用により、職員の能力

等を適正に評価し、適材適所の人事配置に反映します。

●職員の能力開発、意識改革のための職場研修、職場外研修等の一層の充実を図ります。

●各事務事業の検証を行い、時代の変化に相応する組織機構の再編に取り組みます。

(4) 行政運営の適正化の推進

●「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の指標改善には、定員管理、事務事業の見直し、

その削減が必要不可欠であり、今後も限られた重要な財源を効率的かつ効果的に活用し、社会

経済情勢の動向を十分に注視しつつ、更なる健全な財政運営に取り組みます。

(5) 財源の確保

●徴収率の向上による税収を確保するとともに、ふるさと納税の啓発による財源の更なる確保に

努めます。

●施設の統廃合による未利用施設の有効活用を進め、売却や貸付等により、更なる効率的な財政

運営に取り組みます。

●企業誘致活動や定住促進施策等に積極的に取り組み、地域活性化による地域経済の好循環と定

住人口の増加による税収等の確保を図ります。
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４．自助・共助の取組

５．関連する計画

・淡路市定員適正化計画（第４次）

・淡路市公共施設等総合管理計画

・第５次淡路市行政改革大綱

・第２次淡路市新行財政改革推進方策

財政状況の推移 （単位：千円）

項  目 平成 17 年度 平成 20 年度 平成 26 年度 令和 2 年度

歳入総額 Ａ 50,634,064 27,628,025 29,972,325 34,804,200

歳出総額 Ｂ 49,605,824 27,053,095 29,492,118 34,377,072

歳入歳出差引額（Ａ－Ｂ） Ｃ 1,028,240 574,930 480,207 427,128

翌年度へ繰り越すべき財源 Ｄ 388,986 525,918 190,381 208,941

実質収支（Ｃ－Ｄ） Ｅ 639,254 49,012 289,826 218,187

財政力指数 0.365 0.396 0.343 0.354

経常収支比率 94.0% 92.3% 88.6% 92.0%

実質公債費比率 23.0% 23.5% 19.7% 14.9%

将来負担比率 319.8% 229.2% 140.9%

ラスパイレス指数 93.7 96.5 97.2 98.8

積立基金残高 3,795,210 3,012,426 9,968,859 12,629,418

地方債現在高 62,665,995 56,298,873 46,034,302 38,516,725

資料：財政課

●市政に関心を持ち、淡路市地域創生総合戦略などの身近な取組に積極的に関わる。

●市の施策だけでなく、職員の資質向上や、能力開発に関して意見や提案を行う。

●市の財政状況に関心を持ち、市政運営への理解を深める。

●市税、使用料等の納付意識を高める。
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第２章 安全安心で快適に暮らせるまち（定住環境）

第２章

安全安心で快適に暮らせるまち

（定住環境）
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第   節 定住拠点の整備

１．基本方針

２．施策の体系

定住拠点の整備 (1) 自然と調和した快適な住環境の整備

(2) 公営住宅の整備・活用

(3) 若者が暮らし、故郷に帰れる定住促進

(4) 定住促進のための総合的な施策の展開

(5) 土地利用の調整及び都市計画区域の整備

１

全ての世代の人が住んで良かった、住み続けたいと思えるまちづくりに向け、

企業誘致や起業しやすい環境づくり、本市の資源を活用した雇用創出など、雇用

施策の充実に努めます。また、UIJ ターンや立地条件を生かした住環境の整備、

移住定住に向けたサポート体制の充実など、移住から定住へつなぐ取組を進める

とともに、市の魅力である豊かな自然と調和した快適な住環境の整備を進めます。

夢舞台サスティナブル・パークを中心に、周辺地域を含めた新たなまちづくり

のモデルとして、多機能でサスティナブルなにぎわいと生活感のあるコンパクト

シティづくりを目指します。

また、淡路市公営住宅等長寿命化計画により、老朽化の進んだ公営住宅につい

て、計画的な修繕・改修や用途廃止により、効果的な質の高い住まいづくりを目

指します。

(6) 既存施設・用地の利活用

(7) 既存市街地の整備

(8) 交通結節点の整備

(9) 墓地・火葬場の整備・再編

関連する SDGs17 の目標
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３．施策の展開

(1) 自然と調和した快適な住環境の整備

●市の特色である豊かな自然と調和した秩序ある住環境を整備します。

●市街地等住宅密集地区において、快適な居住環境を創出します。

●環境保全、防災、防犯の面からも課題である空き家について、適正な管理活用に向けた広報活

動と支援を行います。

(2) 公営住宅の整備・活用

●地域の特性に応じた住宅需要を考慮し、効率的・効果的な住宅ストックの活用を図ります。

●住宅に困窮している世帯の居住安定を図るため、公営住宅等を核に他の住宅と連携した住宅セ

ーフティネットの構築を検討します。

●エレベーターの設置やバリアフリー化など、高齢者、障がいのある人に配慮した整備・活用を

図ります。

●断熱化、クリーンエネルギーの導入の検討など、環境や景観に配慮した「安全」、「安心」、「快

適」な住宅の供給に取り組みます。

●用途廃止及び集約予定の市営住宅入居者に対し、他の市営住宅を紹介するなど、理解と協力を

得ながら、管理戸数の適正化を図ります。

(3) 若者が暮らし、故郷に帰れる定住促進

●積極的な企業誘致を展開するとともに、新規立地企業の地元雇用の奨励とその支援を行います。

●市内外において、地元就職や UIJ ターンに関する相談・情報提供の充実を図ります。

●市内企業等と連携を図り、就職や UIJ ターンに係る各種支援制度の充実を図ります。

●夢舞台サスティナブル・パークを中心として、まちづくりの新たなモデル地域づくりに取り組

みます。

●都市部との連携を強化し、阪神間等への通勤・通学など、ベッドタウンとしての定住機能の充

実を図ります。

(4) 定住促進のための総合的な施策の展開

●淡路市移住相談サポート窓口を充実することで、移住から定住につながる一貫した支援体制の

充実を図ります。

●関係機関と連携し、空き家情報の収集・提供体制の強化・充実を図り、地域住民の理解と協力

を得ながら、移住希望者への紹介につなげます。

●豊かな自然環境や都市部への良好な交通アクセスなど、本市の魅力を積極的に発信します。ま

た、本市の魅力を生かした活動（滞在）場所の発信や啓発、ICT（情報通信技術）を活用した都

市部・他地域との交流を図るなど、交流人口の増加や関係人口の創出・拡大を図り、移住定住

の促進を図ります。
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●テレワークの普及等、働き方の多様化に対応した社会を目指し、「転職なき移住」が実現でき

る環境づくりを推進します。

●島内３市、隣接市町などとの連携により、移住定住に係る調査研究、効果的な支援制度の創設

等に努めます。

(5) 土地利用の調整及び都市計画区域の整備

●快適な生活環境を確保するため、都市機能を計画的に整備します。

●淡路市都市計画マスタープランにより、計画的な都市基盤の整備をはじめ、良好な居住環境の

保全や自然環境との調和、産業の活性化を図り、地域バランスの取れた発展と秩序ある土地利

用を推進します。

●都市計画区域の見直しを行い、優良農地や自然環境などの保全を図り、市域全体の開発と保全

の調和を図ります。

●土地の適正かつ有効な活用を図るため、地籍調査事業を計画的に推進します。特に、南海トラ

フ地震による津波浸水想定地域等を優先に進めます。

(6) 既存施設・用地の利活用

●淡路市公共施設等総合管理計画に基づき、既存施設の集約等による縮減、有効活用を図ります。

●積極的な企業誘致により、低・未利用地の活用を図ります。

●保育所（園）、小学校の再編による未利用施設については、地域の意見を反映し、地域活性化

につながるよう積極的な活用を図ります。

(7) 既存市街地の整備

●地域の特性を生かした魅力ある生活環境と都市基盤の充実を図りながら、既存市街地の住環境

の改善に取り組みます。

(8) 交通結節点の整備

●淡路島地域公共交通網形成計画におけるプロジェクトと整合性を図りつつ、市の中心核となる

交通結節点の整備を進めます。

(9) 墓地・火葬場の整備・再編

●無縁化防止等、社会情勢や市民ニーズの変化に対応し、安定した墓地の運営に取り組みます。

●火葬場の集約による効率化を図るとともに、交通アクセス等市民の利便性を考慮した新火葬場

の建設に向けた取組を進めます。
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４．自助・共助の取組

５．関連する計画

・淡路市住生活基本計画

・淡路市公営住宅等長寿命化計画

・淡路市都市計画マスタープラン

・淡路市公共施設等総合管理計画

・淡路島地域公共交通網形成計画

・淡路市新火葬場基本計画

・第７次国土調査事業十箇年計画

淡路市移住相談サポート窓口の状況

区  分 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度

移住実績（人） 26 40 41 88

イベント（回） 21 30 32 28

相談（件） 956 873 1,313 2,030

資料：まちづくり政策課

空き家バンク利用者の状況                  （単位：件）

区  分 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度

申請件数 12 14 11 30

入居者との契約件数 4 4 10 16

資料：まちづくり政策課

●住まいやまちづくりに関する情報を収集・活用し、個々のニーズに応じた住生活

の実現に努める。

●建築に関するルールの遵守や地域の住環境との調和に努める。

●地域の主体的な取組に積極的に参加し、良好で魅力ある住環境の形成に協力する。

●民間事業者においては、住宅の安全性、品質、性能の確保と良質な住宅・住宅地の

供給に努めるとともに、市民の居住ニーズやバリアフリー化などの社会的要請に

対応した住まい・まちづくりに主体的に取り組む。

●市営住宅入居者においては、長寿命化計画に基づき市が行う事業の実施や住替え

の促進に協力し、安心・安全に住み続けられる居住環境の確保に努める。
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第   節 道路交通網の整備

１．基本方針

２．施策の体系

３．施策の展開

(1) 基幹道路の整備

●市民の移動時間の短縮や安全安心な生活道路の確保のため、神戸淡路鳴門自動車道北淡 IC と

国道 28 号線を結ぶ県道生穂育波線の全線二車線化を促進します。

●地域間交流の促進に向け、市の東西を結ぶ幹線道路の整備を促進します。

●神戸淡路鳴門自動車道への各地区からのアクセスを向上させ、都市間移動の到達時間の短縮を

図ります。

●観光施設を結ぶアクセス道路の計画的な整備を行います。

道路交通網の整備 (1) 基幹道路の整備

(2) 快適な生活道路の整備

(3) 良好な歩行空間の確保

２

本市の地勢は、南北に長く、東西に海岸を擁し、５つの地域に生活の核が散在し

ます。その地域特性から、快適な生活環境の整備、地域間交流の活性化に向け、効

率的な道路網や基幹道路の整備を推進します。市民の生活道路である東西幹線道

路について、利便性の向上、災害時における複数ルートの確保など安全安心対策を

講じるため、国・県と連携・協力しながら整備を促進します。

また、安全で快適な道路環境の実現に向け、既存道路の維持補修や長寿命化だけ

でなく、児童・生徒の通学路の安全確保、増加している自転車利用者に対する利用

環境の向上等の道路改良も、選択と集中により計画的に実施します。

また、市民の生活道路である明石海峡大橋の通行無料化に向け、市民一体となっ

た取組を推進します。

関連する SDGs17 の目標
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(2) 快適な生活道路の整備

●市民の生活に密着した生活道路の安全性と利便性を高めるため、地域住民の理解と協力を得な

がら、計画的な改良整備に取り組みます。

●災害など有事の際の緊急輸送路等を確保するため、跨道橋等の公共土木施設の耐震化を計画的

に進めます。

●道路を常に安全で快適な状態に保つため、市民と協働して適切な維持管理に努め、道路施設の

長寿命化を図るとともに、地域住民が主体となって行う道路愛護活動を支援します。

●生活道路である神戸淡路鳴門自動車道について、明石海峡大橋部分の通行料無料化及び島内利

用料低減化に取り組みます。

(3) 良好な歩行空間の確保

●通学等の歩行者及び自転車利用者の安全確保の観点から、地域の特性に応じた歩道整備を進め

るとともに、淡路市自転車ネットワーク整備計画に基づき、自転車道の整備・充実に取り組み

ます。

４．自助・共助の取組

５．関連する計画

・淡路市橋梁長寿命化修繕計画

・淡路市通学路交通安全プログラム

・淡路市自転車ネットワーク整備計画

●道路整備事業への理解と用地確保等への協力を行う。

●道路へのごみのポイ捨てなどをしない。

●自ら利用する道路周辺の草刈り等に積極的に参加する。

●道路の破損箇所、危険箇所等を発見した場合には、速やかに連絡する。

●安全運転を心掛ける。
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第   節 公共交通機関の充実

１．基本方針

２．施策の体系

３．施策の展開

(1) 既存の生活観光交通の維持・充実

●生活交通である路線バスの縦貫線及び鮎原線の維持確保に努めます。

●市民生活の交通手段の利便性向上策として、小中学校再編に伴うスクールバスの一般混乗化に

取り組みます。

●明石海峡航路は、市民生活の交通手段の利便性向上、125 ㏄以下の自動二輪車の輸送手段の確

保及び明石海峡大橋が有事の際の緊急輸送手段の確保の観点から、その存続に取り組みます。

●市民生活に必要な安全で快適な駐車場環境を確保するため、市営駐車場及びターミナル施設等

の適切な維持管理に取り組みます。

●市営駐車場の適正化を図るため、有料化駐車場の整備計画に基づき、計画的な整備に取り組み

ます。

●市民及び市外への通勤・通学者に対し、経済的負担を軽減するため、市営駐車場等の定期券及

び回数券の利用料金の一部を支援します。

公共交通機関の充実 (1) 既存の生活観光交通の維持・充実

(2) 未来への生活観光交通施策の展開

３

交通事業者等と協力し、既存の路線バスや明石海峡航路等の維持確保に努めるほ

か、更なる市民生活の質の向上と定住化促進、観光集客産業の活性化などの観点か

ら、スクールバスの利活用・コミュニティバスの運行、高速バスの島内間での乗降

導入等、効率的で利便性の高い公共交通サービスの提供を目指します。

関連する SDGs17 の目標
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(2) 未来への生活観光交通施策の展開

●公共交通空白地等の解消及び路線バス撤退後の代替措置として、地域の実情に応じた運行形態

によるコミュニティバス等の導入に取り組みます。

●福祉環境の充実策として、低床車両や低公害車両の導入及びターミナル施設等のバリアフリー

化の整備に取り組みます。

●交通事業者及び観光事業者と連携し、高速バスや高速船、コミュニティバス等を有効活用し、

市民と観光客が一体的に利用できる観光周遊システムの構築に取り組みます。

●市民及び観光客の交通手段の利便性向上並びに定住化促進の観点から、高速バスの共通乗車券

化や島内間での乗降の導入（クローズドドアの解消）に取り組みます。

●阪神間等への通勤、通学等の交通手段の利便性向上を図るため、本市と神戸市を結ぶ交通ネッ

トワークの整備に取り組みます。

●観光インバウンド等の対策として、大阪湾ベイエリアと津名港・淡路交流の翼港等の海路確保

に取り組みます。

●基幹ターミナル施設との交通ネットワークの強化として、新快速電車の JR 舞子駅への全便停

車の推進運動に取り組みます。

●広域的な経済文化圏の創出に向け、生活観光交通を強化し、紀淡連絡道路の建設、四国新幹線

構想の推進運動に取り組みます。

４．自助・共助の取組

５．関連する計画

・淡路島地域公共交通網形成計画

・淡路市高速バス駐車場整備基本計画

●コミュニティバスなど地域の実情に合った交通手段を検討する。

●公共交通機関を積極的に利用することで、持続性のある交通体系の維持に努める。

●交通事業者等は、地域特性や地域住民のニーズに応じた交通手段の確保に努める。
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第   節 上・下水道の整備

１．基本方針

２．施策の体系

３．施策の展開

(1) 安定した水供給体制の推進

●安全な水の安定的な供給サービスを提供し、施設の計画的な耐震化を行い、災害に強い水供給

体制を推進します。

●給水人口の減少を踏まえ、施設の統廃合を推進し、維持管理コストの削減に努めます。

●災害・危機管理対策の充実に努め、大規模断水に備えた給水体制の確立を図ります。

(2) 下水道の計画的整備と普及率の向上

●淡路市公共下水道全体計画を見直し、効率的な面整備を進めます。

●下水道使用料等負担軽減措置などを継続し、公共下水道への早期加入を促進し、接続率の向上

を図ります。

●河川及び海洋の汚染防止のため、事業所における廃水処理対策や生活排水処理の必要性を啓発

します。

上・下水道の整備 (1) 安定した水供給体制の推進

(2) 下水道の計画的整備と普及率の向上

(3) 生活排水処理の推進

４

淡路広域水道企業団と連携を図り、安全安心な水道水の安定供給を図るととも

に、施設の適正な維持管理に努めます。

本市の下水道普及率は、県及び全国平均に満たない状況となっていますが、人口

動向や地域の実情に応じて淡路市公共下水道全体計画の区域を見直し、効率的な下

水道整備及び合併処理浄化槽の設置促進により、良好な生活環境の保全及び水環境

の改善を目指します。

関連する SDGs17 の目標



32

(3) 生活排水処理の推進

●淡路市公共下水道全体計画の公共下水道区域等の見直しを行い、合併処理浄化槽による生活排

水処理率の向上を図ります。

●公共下水道への加入又は合併処理浄化槽設置を促進し、良好な生活環境の保全及び水環境の改

善を図ります。

４．自助・共助の取組

５．関連する計画

・淡路市公共下水道全体計画

・淡路市一般廃棄物処理基本計画（生活排水処理基本計画）

・淡路市下水道事業経営戦略

・淡路広域水道企業団水道事業ビジョン

・淡路広域水道企業団水道事業経営戦略

下水道の状況

区 分 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度

供用開始人口（人） 26,405 26,053 25,854 25,897

行政区域面積（ha） 18,423 18,423 18,423 18,423

計画区域面積（ha） 2,032 2,032 2,032 2,032

処理区域面積（ha） 1,439 1,439 1,439 1,445

下水道接続率（％） 72.6 73.5 74.3 74.8

年間汚水量（㎥） 2,380,163 2,536,876 2,555,446 2,533,133

資料：下水道課

●水源水質の維持保全のため、水環境に関心を持ち、水の大切さを理解する。

●安定した給水を確保するため、節水に協力する。

●環境にやさしい洗剤を使用するなど、排水時の配慮を行う。

●公共用水域の水質向上のため、海や川の清掃活動等を行う。

●公共下水道整備区域においては、早期に公共下水道に接続をする。

●みなし浄化槽（単独処理浄化槽）及び汲み取りについては、合併処理浄化槽への転

換に努める。

●浄化槽の保守点検、清掃及び水質検査の実施により、適切な維持管理を行う。
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第   節 地域におけるデジタル化の推進

１．基本方針

２．施策の体系

３．施策の展開

(1) 行政サービスの効率化

●行政サービスの利便性や市民生活の質の向上を目指し、AI や RPA などのテクノロジーの積極

的な導入、申請事務手数料の支払いの電子化等により業務の効率化を推進します。

●会議におけるタブレットの活用など、業務のデジタル化・ペーパレス化を推進し、時間と場所

を有効に活用できる働き方改革としてテレワークを推進し、働きやすい環境の充実による多様

な人材の活用、一人一人の職員力の強化に取り組みます。

●社会保障・税番号制度の運用に伴う社会的環境の変化を踏まえ、個人情報の保護や情報セキュ

リティの更なる高度化を図り、情報漏えいなどの防止に取り組みます。

●災害・事故等においても業務を継続実施するため、ICT 分野の強化・体制維持に取り組みます。

地域におけるデジタル化の

推進
(1) 行政サービスの効率化

(2) 公共施設のネットワーク化

(3) 情報利用技術の普及・向上

(4) 情報発信の強化と利活用の推進

(5) 官民データ連携基盤の整備

５

急速な ICT（情報通信技術）の発達に伴い、時や場所を選ばず、スマートフォン

やタブレットをはじめとする携帯端末等の情報通信機器から情報収集が容易とな

るなど情報通信基盤の整備が進む中、更なる市民サービスの向上、住民ニーズへの

対応が図れるよう、データを官民連携する情報連携基盤を整備し、「Well-being 

City」を目指します。

また、大規模な自然災害に備えた防災対策や観光分野及び教育現場等において

も、ICT を積極的に活用し、地域の活性化につなげます。

関連する SDGs17 の目標
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(2) 公共施設のネットワーク化

●公共施設の新設及び統廃合に合わせた情報ネットワークの整備を進めます。

●老朽化した設備等について、ネットワーク機器の更新を計画的に取り組みます。

(3) 情報利用技術の普及・向上

●小中学校における情報教育を推進し、高度情報化社会が進む 21 世紀をたくましく生き抜く情

報活用力を身に付けた人材の育成に努めます。

(4) 情報発信の強化と利活用の推進

●ホームページは、ユーザビリティ（使いやすさ）、アクセシビリティ（高齢者・障がいのある

人も含めた利用しやすさ）を更に充実させ、より多くの人が見たくなるよう、内容の充実に取

り組みます。

●広報、ホームページ、動画、SNS などを総合的に活用し、市政情報のほか、観光や産業など各

分野において、市が持つ資源を最大限 PRできるよう、市の魅力発信を更に強化します。

●公衆無線 LAN（Wi-Fi）を整備し、外国人旅行者等の誘客を図り、地域の活性化を図ります。

●災害時において、確実な情報を迅速に発信するため、防災行政無線、ホームページや SNS 等の

様々な媒体を活用した情報提供に努めます。

(5) 官民データ連携基盤の整備

●少子高齢化、インフラ老朽化等が急速に加速する本市において、各種課題の解決を図るととも

に、市民の利便性や快適性を含めた新たな価値を創出する「Well-being City」を目指し、デー

タを官民連携する情報連携基盤を整備し、「Society 5.0」の実現に取り組みます。

４．自助・共助の取組

５．関連する計画

・淡路市情報化計画

・淡路市官民データ活用推進計画

●交流や協働の場を通し、積極的に ICT を活用した情報発信を行うことで、地域の活

性化を図る。

●引き続き、パソコン講座などに参加し、技術やモラルの向上に努める。

●個人情報保護に関する知識を持ち、個人情報の漏えい等が起こらないよう、各自で

情報を適正に管理する。

●マイナンバーカードの利用など、行政サービスの内容やシステムを理解し、事務の

効率化に協力する。
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第   節 安全安心対策の強化

１．基本方針

２．施策の体系

安全安心対策の強化 (1) 防災体制の整備

(2) 自主防災の推進

(3) 河川・ため池の整備

(4) 防災設備・施設等の整備

(5) 交通安全施策の推進

６

今後発生が危ぶまれる南海トラフ地震や甚大な被害となった阪神・淡路大震災

をはじめ、東日本大震災、熊本地震等、近年、全国各地で発生している大規模な

自然災害などの発生や新型コロナウイルス等の感染症に対応し、市民が安心して

暮らせる災害に強いまちづくりを進めるため、地域・関係機関・市が一体となっ

た強く、しなやかな防災体制の充実に努めます。

自分の身は自分で守る「自助」及び互いに助け合って守る「共助」からなる地

域防災力の向上と、「公助」の機能強化を適切に組み合わせ、官（国、県、市）と

民（事業者、市民）が役割分担して取り組むとともに、自主防災組織の育成や情

報伝達体制及び防災施設の整備など実践的な危機対策を強化します。

また、防災拠点施設の有効活用を進め、市民の防災意識の高揚を図るとともに、

「自分の命は自分で守る」を基本とした、自助・共助の考え方を深く浸透させ、

防災士等の地域防災リーダーの育成に努めます。

さらに、安全安心な市民生活を実現するため、交通安全施策の実施、自主防犯

活動の促進、消費者教育及び啓発事業の実施に加え、「淡路市暴力団排除条例」に

基づく市民生活からの暴力団の排除を推進します。

(6) 犯罪の防止

(7) 消費者保護の充実

関連する SDGs17 の目標
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３．施策の展開

(1) 防災体制の整備

●東日本大震災や新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の教訓を踏まえた淡路市地域防災計

画により、各種災害に対する防災体制の整備・充実を図ります。

●市民の生命及び財産等の保護、社会の重要な機能の維持及び早期復旧復興を目標とする淡路市

国土強靭化計画に基づき、強くしなやかな市民生活の実現に取り組みます。

●指定避難所の適正配置や緊急避難場所、避難経路の見直しに努めるとともに、市民が安全に避

難できるよう避難所や避難経路の周知徹底を図ります。

●高齢者などの災害時要援護者に対する避難支援の体制を整備し、要援護者支援システムを有効

に活用します。

●発災直後の初期消火や救援救助体制の構築を図るとともに、救急医療体制、応援の受入体制及

び情報網の整備を行うなど防災体制の整備に取り組みます。

●あらゆる災害を想定した防災訓練等を実施し、災害時に十分な対応が取れるよう、職員をはじ

め消防団など防災関係者の資質向上と設備・機材の充実に努めるとともに、市民の防災・減災

意識の高揚を図ります。

●東日本大震災等を教訓に、防災拠点機能の分散化・ネットワーク化を検討します。

●災害時における生活必需品や食料の供給、避難所施設となり得る施設の提供など、企業等との

災害時応援協定の締結を推進するとともに、発災当初の必要物資等の備蓄に取り組みます。

(2) 自主防災の推進

●近い将来発生すると予想される地震や災害に備え、「自分の命は自分で守る」を基本に、市民

の防災意識の高揚と知識の普及を進めます。また、訓練への参加を促進し、一人一人の災害へ

の備えの周知徹底に取り組みます。

●今後も継続的に災害等の発生に備えて、自主的に計画及び実施する防災訓練等を通じて、自主

防災組織の育成及び活性化並びに地域防災力の向上を図る必要があることから、防災訓練等を

実施する自主防災組織を支援する事業を実施します。

●災害時の避難所や避難経路などについて、市民に分かりやすい周知を図るとともに、自主防災

組織がより実践的な組織として機能するよう、継続的かつ自主的に計画実施する防災訓練等の

支援をします。

(3) 河川・ため池の整備

●河川の氾濫等による水害の未然防止を図るため、県と協力して、河川の点検や改修等を推進し

ます。

●大雨によるため池の決壊等の災害を未然に防ぐため、ため池管理者に対し、防災意識の高揚を

図るとともに、老朽ため池の調査を行い、計画的に改修を進めます。
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(4) 防災設備・施設等の整備

●防災に関する情報を個人の携帯電話に伝達する「ひょうご防災ネット」について、各種会議、

研修会、広報及びホームページ等の機会や情報媒体を利用し、加入促進を図ります。

●防災行政無線設備の老朽化・不感知地区の解消を図るため、新たな情報伝達方法・方式等の検

討を行い、より良い緊急情報伝達設備の整備に取り組みます。

●災害に強いまちづくりを目指し、消防団を中核とした地域防災力の強化に取り組みます。また、

消防施設をはじめ消防車両・防火水槽・消火栓など、設備の充実及び拠点の効果的な活用を図

ります。

●災害時の拠点施設として、市民交流センター（防災あんしんセンター）、防災・救援拠点広場

の有効活用を図ります。

(5) 交通安全施策の推進

●関係機関と連携し、保育所、認定こども園、小中学校の児童・生徒、高齢者等を対象に交通安

全教室を実施し、全国交通安全運動期間中に街頭啓発キャンペーン、自転車街頭指導等を実施

するなど、交通事故防止に取り組みます。

●安全かつ円滑な道路交通を確保するため、カーブミラー・ガードレールなどの交通安全施設を

必要に応じて整備します。

(6) 犯罪の防止

●関係機関と連携し、企業、学校等の防犯教室に参加し、防犯意識の啓発活動に取り組みます。

●関係機関との相互連携を強化し、市民の自主的な防犯活動を支援します。

●関係機関と連携し、「淡路市暴力団排除条例」に基づく市民生活からの暴力団排除を推進しま

す。

(7) 消費者保護の充実

●市民が消費生活に関する正しい知識を身に付け、適切な消費行動をとることができるよう、教

育・啓発事業の推進、被害の未然防止と見守り活動の推進を図ります。

●品質表示・期限表示の調査監視や消費者の権利の保護に取り組みます。

●関係機関と連携した相談情報の収集・提供などを実施します。

●消費者団体の育成とその自立を支援しつつ、地域での担い手の育成を図ります。
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４．自助・共助の取組

５．関連する計画

・淡路市地域防災計画

・淡路市国土強靭化計画

●ひょうご防災ネット及び防犯ネットへ加入する。

●交通安全施設や道路照明灯の破損箇所、危険箇所等を発見した場合は、速やかに連

絡する。

●日頃から家庭や地域において、避難所や避難経路、各自の連絡先など防災対策につ

いて話し合う機会を持つ。

●災害時用食料などの備蓄、避難所の確認、家具の転倒防止対策など自主的に防災対

策を行う。

●住宅火災警報器の設置に率先して取り組み、火の取扱いに注意する。

●消防団活動を理解し、参加・協力する。

●自主防災組織や防災士等の地域の防災リーダーを中心とし、消防・防災訓練などに

積極的に参加する。

●地域の一員として、地域の安全を確保するための防災・火災予防活動に取り組む。

●災害発生時等は、救援・救護活動を行うなど互いに助け合うとともに、避難支援者

となり、声掛け等を行い、速やかに避難する。

●交通ルールやマナーを守り、交通安全意識の高揚を図る。

●防犯や交通安全に関する研修会や講習会に積極的に参加し、自己研さんに努める。

●防犯や交通安全に関する情報共有を行う。

●消費生活に関する正しい知識を身に付け、日頃から家庭や地域において、被害を未

然に防ぐ対策や方法について話し合う。
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第３章 支え合い健やかに暮らせるまち（保健・医療・福祉）

第３章

支え合い健やかに暮らせるまち

（保健・医療・福祉）
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第   節 健康づくりの推進

１．基本方針

２．施策の体系

３．施策の展開

(1) 地域活動による健康づくりの推進

●健康淡路 21（第２次）計画に基づき、市民一人一人の健康づくりを支援し、特に、生活習慣病

の予防と悪化防止に取り組みます。

●健康づくり推進委員やいずみ会など、関係団体の活動を中心として、健康づくりのための環境

づくりに努めます。

健康づくりの推進 (1) 地域活動による健康づくりの推進

(2) 保健活動・疾病予防の推進

(3) 心の健康づくりの推進

(4) 母子保健事業の推進

(5) 地域医療体制の充実

１

健康淡路 21（第２次）計画で定める重点目標の「健康寿命の延伸」、「健康格差

の縮小」の達成に向け、市民一人一人が主体的に健康づくりや食育に取り組むこと

ができるよう、市民、関係団体・機関、市等がそれぞれの役割を認識し、地域が一

体となった健康づくりを目指します。

また、生涯にわたる健康づくりとして、健康診査等の受診による早期発見、生活

習慣の改善による疾病予防と重症化予防に向けた支援に取り組みます。

こころの健康づくりや母子保健では、切れ目のない支援が必要であることから、

関係機関と連携し、相談、支援体制の充実を図ります。

さらに、医師会等の関係機関と連携し、産科医療、小児救急医療をはじめとした

地域医療体制の充実に取り組みます。

関連する SDGs17 の目標
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(2) 保健活動・疾病予防の推進

●健康寿命の延伸に向け、特定健診やがん検診を気軽に受診できる体制の充実を図り、生活習慣

病予防及び重症化予防に努めます。

●高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施し、高齢者の生活習慣病等の重症化予防や高齢に

よる心身機能の低下防止の支援に取り組みます。

●関係機関と連携して、感染症に関する正しい知識の普及や効果的な予防接種事業の推進を図り、

感染拡大防止体制の充実を図ります。

(3) 心の健康づくりの推進

●心の健康づくりの大切さの周知を図るとともに、ネットワーク強化、ゲートキーパー養成など、

心の悩みについて相談しやすい体制づくりを推進します。

●関係機関と連携し、精神に障がいのある人等の情報共有に努めるとともに、地域で安心して生

活が送れる支援体制等の充実及びその普及啓発に取り組みます。

(4) 母子保健事業の推進

●乳幼児健診、妊婦健康診査費補助事業、こんにちは赤ちゃん事業等を実施することにより、妊

産婦の健康や新生児、乳幼児の健康維持に努めます。

●子どもの発達や言語等に関する育児支援相談や、保育所巡回相談等を実施することにより、多

様な育児支援や子どもの健康づくりを推進します。

●子育て世代包括支援センター「おむすび」をはじめとした関係機関と連携し、妊娠期から子育

て期にわたる切れ目のない支援体制の強化に努めます。

(5) 地域医療体制の充実

●医師会・歯科医師会等の関係機関と連携し、救急医療体制や地域医療の充実に向け取り組みま

す。

●医師会等の関係機関と連携し、治療中断者を医療につなげ重症化予防に取り組みます。

●安心して子どもを産み、育てられる環境づくりのため、産科医療及び小児救急医療の体制の充

実や子育て世代の経済的な支援に取り組みます。
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４．自助・共助の取組

５．関連する計画

・健康淡路 21（第２次）計画

各種健診(検診)等の受診状況

区  分 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度

特定健康診査 人数(人) 3,557 3,486 3,600 3,308

受診率(％) 37.3 37.7 40.2 37.1

県平均(％) 35.2 35.0 34.1 30.9

胃がん検診 人数(人) 1,532 1,440 1,318 1,046

受診率(％) 12.3 11.6 10.8 9.6

県平均(％) 8.2 7.8 7.7 7.0

大腸がん検診 人数(人) 3,806 3,811 3,759 3,279

受診率(％) 21.8 21.9 21.6 18.8

県平均(％) 16.8 16.8 16.5 14.7

肺がん検診 人数(人) 4,626 4,593 4,559 3,982

受診率(％) 26.5 26.3 26.1 22.8

県平均(％) 13.4 13.3 12.8 10.9

子宮頸がん検診 人数(人) 1,301 961 918 731

受診率(％) 20.4 18.8 16.2 14.2

県平均(％) 15.3 15.3 15.5 14.9

乳がん検診 人数(人) 1,085 1,088 1,047 824

受診率(％) 19.4 20.1 19.7 17.5

県平均(％) 17.9 17.7 17.9 16.8

資料：健康増進課

●自分の体力や生活に合った身体を動かす習慣を身に付ける。

●食や飲酒、喫煙、ストレスなどが健康に与える影響など正しい知識を身に付け、

自身や家族の健康管理に努める。

●健康診査、がん検診、歯科健診等に対する意識を高め、年１回の受診と改善に努

める。

●家族、地域、事業者などそれぞれの立場で健康に関する声掛け、見守りを行う。

●健康のセルフチェックで、生活習慣病の発症及び重症化を防ぐ。早期受診、継続

的な治療に取り組む。

●健康づくりや子育て、介護等が行いやすいよう地域の組織づくりに参加し、環境

づくりに協力する。
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第   節 支え合う地域福祉の推進

１．基本方針

２．施策の体系

３．施策の展開

(1) 地域福祉活動拠点づくり

●地域住民や各種団体等の垣根を越えた交流や情報収集・発信をはじめ、地域福祉活動を活性化

させるための総合的な地域福祉の拠点づくりを進めます。

(2) 市民による地域福祉活動の推進

●社会福祉協議会、民生委員・児童委員等と連携を強めながら、助け合い、支え合いの核となる

組織、活動を支援します。

支え合う地域福祉の推進 (1) 地域福祉活動拠点づくり

(2) 市民による地域福祉活動の推進

(3) 地域福祉推進体制の充実

(4) 権利擁護の推進

(5) ユニバーサル社会の推進

２

少子高齢化・核家族化の進行に伴う価値観・生活スタイルの多様化や社会的孤

立、社会的排除による生活・福祉課題の対応の遅れ、生活困窮者や弱い立場にある

人に対する虐待など様々な課題の解決に向け、「住み続けたい、しあわせのまち、

淡路市」を基本理念とする第４期淡路市地域福祉計画に基づき、社会福祉協議会や

民生委員・児童委員等との連携を強めながら、互いに助け合い支え合う地域福祉活

動の推進、さらには、地域共生社会の実現に取り組みます。

また、市民の自発的な活動やボランティア活動への支援、地域福祉活動を支える

体制づくりや活動拠点の整備・充実を図り、地域で助け合い支え合う、誰もが尊重

されるまちづくりを推進します。

関連する SDGs17 の目標
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●行政、学校、保育所、社会福祉協議会、地域等が連携し、認め合う思いやりのある心を育むた

めの福祉教育の推進や福祉意識の啓発に取り組みます。

(3) 地域福祉推進体制の充実

●誰もが安心して暮らせる地域、助け合い支え合える地域づくりを目指すため、市民要望に応じ

られる環境を整えます。

●高齢者をはじめ、障がいのある人、子どもなど全ての人々が、共に暮らし、支え合いながら、

自分らしく活躍できる地域共生社会の確立を目指します。

●相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施する重層的支援体制整備事業を

推進します。

●地域活動を担うリーダーをはじめ、地域活動に対応するボランティア等の人材育成に努めます。

●既存の活動組織等が安定的に活動を継続できるよう支援を行うとともに、地域の実情に応じた

新たな組織づくりを進めます。

●自立相談支援事業において、生活困窮者が抱えている様々な課題に対して、相談支援員が評価、

分析を行い、生活支援、就労支援、住居確保給付など、課題に応じた具体的な支援計画を策定

し、自立に向けた支援をします。

(4) 権利擁護の推進

●成年後見制度が必要な高齢者や障がいのある人への周知と支援を継続して進めます。

(5) ユニバーサル社会の推進

●「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づく合理的配慮の周知等を図ります。

●公共施設のバリアフリー化や福祉のまちづくりの普及啓発を推進し、全ての人々が年齢、性別、

国籍、障がいの有無等の違いを超えて安心して暮らし、元気に活躍できる「ユニバーサル社会」

の実現を目指します。

４．自助・共助の取組

５．関連する計画

・第４期淡路市地域福祉計画

●地域での付き合い、支え合いを深める交流を進める。

●支援が必要な人の見守りなど、地域福祉活動の維持とネットワーク化を心掛ける。

●地域の課題を話し合う場を作り、解決に向け協力する。

●災害時には、要援護者への支援を行う。
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第   節 高齢者福祉の充実

１．基本方針

２．施策の体系

３．施策の展開

(1) 地域包括ケア体制の充実

●高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護や介護予防、生活支援、住ま

いを包括的に提供する「地域包括ケアシステム」の充実を図ります。

●高齢者自身の能力を最大限生かしつつ、事業者だけでなく、住民等が参画するような多様なサ

ービスの構築に取り組みます。

高齢者福祉の充実 (1) 地域包括ケア体制の充実

(2) 介護予防の推進

(3) 高齢者虐待防止や認知症高齢者等支援体

制の充実

(4) 介護サービス基盤の整備

(5) 高齢者の社会参加の促進

３

高齢者がいつまでも住み慣れた地域で安心して元気に暮らすことができるよう、

介護、医療、予防、生活支援、住まいを包括的に提供する「地域包括ケアシステム」

の充実に努めるとともに、淡路市高齢者保健福祉計画及び淡路市介護保険事業計画

に基づき、介護予防意識の周知啓発活動や介護予防事業を推進します。

また、住民が主体となって積極的に参加する「いきいき 100 歳体操」をはじめと

した介護予防事業の充実に取り組み、市民一人一人がつながって高齢者を支え、高

齢者自身も地域の頼もしい力となるまちづくりを目指します。

さらに、認知症高齢者が住み慣れた地域で安心して社会生活を送ることができる

よう、認知症サポーター養成講座等の啓発事業や相談体制の充実に取り組みます。

関連する SDGs17 の目標
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●高齢者が住み慣れた地域で必要な医療・介護サービスを継続的に受けられるよう、医療と介護

の連携に取り組みます。

(2) 介護予防の推進

●元気で豊かな老後を目指すため、フレイル予防と健康寿命の延伸に取り組みます。

●住民自身の積極的な参加と運営による「いきいき 100 歳体操」の充実を図るとともに、サポー

ターの研修や交流会等を通じて、地域における支え合いの体制整備を進めます。

(3) 高齢者虐待防止や認知症高齢者等支援体制の充実

●認知症高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる環境づくりに取り組

みます。

●認知症サポーター養成事業、高齢者等の見守り・SOS ネットワーク事業等を通じて、地域住民

の認知症への理解を深めるとともに、地域住民と関係機関とが連携しながら、認知症高齢者等

を支える体制整備を進めます。

●認知症の本人が集い、本人同士が主になって、自らの体験や希望、必要としていることを主体

的に語り合う本人ミーティングの取組を推進します。

●民生委員等の地域組織、保険医療福祉等関係機関との連携により、虐待を未然に防ぎ、虐待が

発生しても早期に発見できる体制の充実に取り組みます。

(4) 介護サービス基盤の整備

●淡路市高齢者保健福祉計画及び第８期介護保険事業計画（令和３年度～令和５年度）に基づき、

地域の実情に応じた整備を計画的に進めます。

●高齢者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう支援するとともに、

要介護状態等となることの予防、要介護状態等の軽減、悪化の防止のため、必要な人が必要な

サービスを受けられるよう、制度の周知をはじめ、ケアマネジメントを強化し、サービスの充

実を図ります。

●超高齢社会を迎えるに当たって、介護保険を持続可能な制度として適切に運営します。

(5) 高齢者の社会参加の促進

●高齢者が自らの生きがいづくりや健康づくりのために取り組む社会活動とボランティア活動

をはじめとした地域を豊かにする各種活動の充実を図るため、老人クラブなど地域での自主的

な活動を支援します。

●高齢者の知識・経験を生かして老人クラブが取り組む子育て支援や見守り活動等の社会活動を

支援します。

●高齢者がこれまで培ってきた知識や技能を、子どもたちやその親の世代に伝え、また、地域の

交流の場となるよう、世代間交流の拡充を図ります。
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４．自助・共助の取組

５．関連する計画

・淡路市高齢者保健福祉計画及び第８期介護保険事業計画

高齢者世帯数の推移 （単位：戸）

区  分 平成 12 年度 平成 17 年度 平成 22 年度 平成 27 年度 令和 2 年度

単身世帯 1,897 2,076 2,388 2,888 3,142

夫婦世帯 2,246 2,484 2,640 2,810 2,905

資料：国勢調査

第１号被保険者及び要介護（要支援）認定者数の推移             （単位：人）

区  分 平成 17 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度

第１号被保険者数 14,793 16,178 16,195 16,202 16,192

要介護(要支援)認定者数 2,503 3,195 3,265 3,252 3,211

資料：介護保険事業状況報告年報

●高齢者は、サロン、いきいき 100 歳体操等の地域活動に積極的に参加するなど、生

きがいや役割を持った生活を送る。

●高齢者は、健康で豊かな日々を送るため生活習慣病の予防に努めるとともに、健康

状態を意識し、介護予防事業に積極的に参加するなど健康増進に努める。

●高齢者は、老人クラブでの活動等を通して、これまで培ってきた経験や知識を生か

し、障がいのある人や子育てを支援するなど、交流や地域活動に積極的に参加す

る。

●施設・事業者は、高齢者の意欲、適性や能力を適切に把握し、向上することができ

る支援に努める。

●施設・事業者は、就労に意欲のある高齢者の雇用に努める。

●市民は、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、その人権を尊重した地

域で高齢者を支え合う仕組みづくりに取り組む。

●事業者及び従事者は、常にサービスの質の向上に努める。

●高齢者は、地域の頼もしい存在として活躍できる仕組みの整備を推進する。
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第   節 障がい者（児）福祉の充実

１．基本方針

２．施策の体系

３．施策の展開

(1) 相談体制や多様な支援体制の整備

●相談支援体制の充実を図るため、事業所間の連携強化と、円滑なサービスを実施できる体制の

充実に努めます。

●島内で市域を越えるケース対応や、事業所間で調整が必要な困難事例をコーディネートするた

めの組織づくりを進めます。

●多様化したニーズに適切に対応するため、相談支援専門員の研修や、人材育成に取り組みます。

(2) 自立生活への支援

●障がいのある人が地域でより自立した生活を送れるよう、居場所づくりなど更なる社会環境の

充実を図ります。

障がい者（児）福祉の充実 (1) 相談体制や多様な支援体制の整備

(2) 自立生活への支援

(3) 社会参加の促進

４

淡路市障がい者基本計画、淡路市障がい福祉計画及び淡路市障がい児福祉計画

に基づき、誰もが互いに人格と個性を尊重し、支え合って共生する社会を目指し、

障がいのある人が自らの望む地域生活が営めるよう、障がい福祉サービスや障が

い児通所支援、相談支援体制など「生活」と「就労」に対する更なる支援の充実を

図ります。

また、障がいのある人の自立した生活と社会参加の促進を図り、障がいのある人

の活動を制限する社会的障壁を取り除くため、合理的な配慮の提供に取り組みま

す。

関連する SDGs17 の目標
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●障がい福祉サービスに対する障がいのある人及び介助者のニーズが多様化していることを踏

まえ、ライフステージに応じたサービスや方策等について検討し、充実を図ります。

●障がいのある児童への支援に対するニーズの高まりが考えられることから、保育・教育の現場

と医療・福祉が連携し、ニーズに対応できる体制づくりを行い、親しみのある地域での生活が

継続できるように支援します。

●障がいのある人及び介助者の高齢化や親亡き後の地域生活の継続に向け、グループホームなど

の社会資源を活用しながら、障がいのある人の生活支援に取り組み、必要に応じ成年後見制度

の活用の支援を図ります。

●「淡路市手話言語条例」に基づき、手話が言語であるという認識を広めるとともに、手話通訳

や要約筆記などの意思疎通支援事業に継続して取り組みます。

(3) 社会参加の促進

●ハローワーク、特別支援学校、企業、事業所などのネットワークを構築し、福祉施策と雇用施

策の効果的な連携を図り、情報を共有しながら雇用を促進します。

●その人に応じた就労に取り組めるよう、就労移行支援事業及び就労継続支援事業の充実を図り

ます。

●手話通訳奉仕員等の確保に努めるとともに、コミュニケーション支援の充実を図ります。

●移動支援等の充実を図りながら、障がいのある人の社会参加を促進します。

●障がいのある人の自立を促進するため、障がい者就労施設等からの物品等の優先調達を推進し

ます。

●障がい者福祉の担い手となる当事者団体の活動に対する支援に継続して取り組みます。

４．自助・共助の取組

５．関連する計画

・第３次淡路市障がい者基本計画

・第６期淡路市障がい福祉計画

・第２期淡路市障がい児福祉計画

●障がいに関する正しい理解を深める。

●障がいのある人などの地域生活、就労、社会参加に対する支援や協力に取り組む。

●障がいのある人やその介助者は、社会参加を通じて地域とのつながりを大切にす

る。

●施設・事業者等は、個々の障がいに応じて柔軟に支援する。
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第   節 出会いから子育てにつなぐ一貫した支援の充実

１．基本方針

２．施策の体系

３．施策の展開

(1) 出会い促進・結婚支援

●関係機関や企業と連携し、若い人たちが、出会い、結婚、子育てに魅力を感じることができる

ような環境づくりに取り組みます。

出会いから子育てにつなぐ一

貫した支援の充実
(1) 出会い促進・結婚支援

(2) 地域で共に育む環境づくり

(3) 仕事と家庭生活との両立支援

(4) 相談・支援体制の充実

５

淡路市子ども・子育て支援事業計画に基づき、子どもを産み育てやすい環境の整

備と支援に取り組むとともに、若者が出会い、結婚、子育てに魅力を感じられるよ

う関係機関、企業と連携を図り、家庭と仕事の両立支援に取り組みます。

さらに、淡路市子育て世代包括支援センターでの支援等、関係機関とも連携し、

切れ目のない一体的、包括的な支援に取り組み、地域の子育て機能の強化、子ども

の育ちや親の子育て支援、児童虐待の予防、犯罪や事故・災害等に対する安全対策

等、地域一体となった子育て環境が充実したまちづくりを推進します。

関連する SDGs17 の目標
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(2) 地域で共に育む環境づくり

●子育て世代包括支援センター「おむすび」における妊娠期から子育て期にわたる支援体制によ

り、妊娠・出産・育児に関し、一貫した支援を実施し、かつ、関係機関と協力して母子保健施

策と子育て支援施策の一体的・包括的支援を行います。

●子ども・子育て会議を設置し、淡路市子ども・子育て支援事業計画（第２期）に基づき、各施

策の進捗状況の評価・見直しを行い、子育て支援活動を推進します。

●利用者のニーズに沿った子育て学習センターの運営により、地域の子育て支援機能の充実を図

ることで、子育ての不安感等を緩和し、子どもたちの健やかな育ちの支援に取り組みます。

●必要な人が必要なサービスを適切に利用できるよう、ホームページ、広報誌、冊子等で子育て

支援に関する情報を発信します。

(3) 仕事と家庭生活との両立支援

●淡路市子ども・子育て支援事業計画（第２期）に基づき、子育て環境の充実を図るとともに、

適正な保育環境を整備するため、出生数、在園児数や小学校の統廃合等の状況に応じて、保育

所等の統廃合や認定こども園への移行を計画し、実施します。

●淡路市保育所等適正規模推進計画に基づく統廃合や認定こども園への移行に向けて、保護者の

ニーズ及び地域住民の意見を反映させつつ、課題解決に努めます。

●保護者のニーズに対応できるよう、病児・病後児保育事業の実施、一時預かり保育事業等の拡

充に向け、関係機関と連携しながら、実施方法を検討します。

●切れ目のない子育て支援サービスにより、安心して子どもを産み育てることができる環境づく

り、保護者が仕事と育児の両立可能となる環境整備に取り組みます。

(4) 相談・支援体制の充実

●各関係機関との情報交換を密にし、児童虐待の早期発見に努め、各分野の専門的知識を持った

人や機関につなぐ等、個々の状況に合ったきめ細かな対応を図ります。

●児童虐待防止ネットワークの強化を図り、民生委員・児童委員を中心とした地域全体での見守

り活動を推進します。

●子ども家庭総合支援拠点を設置し、子育て世代包括支援センター「おむすび」と連携を図るこ

とで、様々な相談に対応できるよう窓口の整備、支援の充実に努め、各種サービスや助成につ

いての情報提供を行います。

●子ども家庭センターや関係機関と連携を図り、ひとり親家庭の自立支援、生活困窮・養育困難

等の家庭等の支援を行います。
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４．自助・共助の取組

５．関連する計画

・淡路市子ども・子育て支援事業計画（第２期）

・淡路市保育所等適正規模推進計画

子育て世代包括支援センター「おむすび」利用者の状況          （単位：回）

区  分 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度

母子保健型 － 1,013 897 1,112

基本型（通常） － 511 855 975

基本型（出張） － 96 62 5

基本型（地域連携交流） － 61 99 207

資料：子育て応援課

保育施設数及び児童数の推移

区  分 平成 17 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度

公立
施設数 23 11 10 10 10

人数 1,110 895 842 846 806

私立
施設数 3 4 4 4 4

人数 246 362 380 379 376

合計
施設数 26 15 14 14 14

人数 1,356 1,257 1,222 1,225 1,182

資料：子育て応援課

●自主的・自発的に子育て環境の充実、地域づくりに取り組み、交流の場へ参加する。

●家庭を築き子どもを産み育てることの意義と喜びを持ち、子どもの成長段階や、

個々の状況に応じて子どもたちの健康と人権を守り育てる。

●子どもと一緒に世代間交流活動や体験活動に積極的に参加し、子どもの基本的生活

習慣等の確立や、社会のルールを学ぶ機会を作る。

●保育や教育など、子育てに関する様々な支援や相談・情報提供を活用し、核家族等

での養育力の低下や、子育て家庭の地域での孤立を防ぐ。

●自主的な子育てグループに参加したり、既存の地域の子育て学習センター等の資源を

活用して、育児の情報交換や、子育ての喜びや苦労を共感できる仲間づくりを行う。

●児童虐待をはじめ、犯罪や事故、災害等から子どもを守るため、地域ぐるみで連携

の強化を図る。

●ワーク・ライフ・バランスの確立に向けた職場環境や、生活環境の整備に取り組む。

●地域社会が一体となって、子育て家庭を孤立させないよう努め、誰もが安心して子

育てができるよう支援する。
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第４章 ふるさと淡路を学び創り育てるまち（教育）

第４章

ふるさと淡路を学び創り育てるまち

（教育）
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第   節 学校教育の充実

１．基本方針

２．施策の体系

３．施策の展開

(1) 自立して未来に挑戦する態度の育成

●キャリアプランニング能力をはじめ、コミュニケーション能力や課題対応能力等キャリア形成

の支援に取り組みます。

●英語によるコミュニケーション能力の育成を図り、グローバル化に対応した教育を推進します。

●ふるさとを学び、地域社会に対する誇りと愛情を育みます。

●道徳教育・体験活動を充実し、豊かな人間性や社会性を育みます。

学校教育の充実 (1) 自立して未来に挑戦する態度の育成

(2) 特色ある教育の充実をはじめ、「生きる

力」を育む教育の推進

(3) 子どもたちの学びを支える仕組みの確立

(4) 教育体制・環境整備の充実

１

児童・生徒を取り巻く環境や人口動向などを踏まえたハード・ソフト両面から教

育体制の充実や学校教育環境の整備を進めます。

教育現場では、児童・生徒の豊かな人間性を育み、個性を生かしながら確かな学

力を身に付けられるよう、また、自立して社会の中で豊かな人生を送るために、生

きる力を育み、創造性を伸ばす教育の充実を図ります。

また、体験活動や環境教育などの体験教育やふるさと学習を通して、豊かな人間

性と社会性を育む教育を進めるとともに、学校・家庭・地域との連携・協力により

心豊かな子どもの育成を推進します。

関連する SDGs17 の目標
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(2) 特色ある教育の充実をはじめ、「生きる力」を育む教育の推進

●基礎的・基本的な知識・技能と、思考力・判断力・表現力を伸ばし、主体的に学習に取り組む

態度を養います。

●教育研究活動活性化事業「あいプロジェクト事業」、「学びイノベーション事業」を発展、充

実させます。

●自他共に大切にし、人権を尊重しようとする意識・意欲・態度を育てます。

●震災の教訓を伝え、生かし、次の災害に備える防災教育を推進します。

●心と身体の健康についての正しい知識を身に付ける保健教育の充実を図るとともに、学校給食

などの機会を捉え、食を通じて健康づくりや地域の文化を学ぶ「食育」を推進します。

●共生社会の実現を目指し、一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育を推進します。

(3) 子どもたちの学びを支える仕組みの確立

●学校・家庭・地域の連携の下に、児童・生徒の理解に基づく指導を充実し、ふれあいを通して

子どもの成長・発達を支援します。

●開かれた学校づくりのため、各学校の情報発信を進めるとともに、学校評価による学校運営の

改善、地域と連携した教育活動を充実します。

●家庭や地域と連携し、子どもたちが安全な環境で、安心して学校生活が送れるよう、地域全体

で子どもたちを守り育てる環境づくりを推進します。

●教育センター及び青少年センターと各校・園との連携を進めながら、児童・生徒や保護者のニ

ーズに対応するため、教育相談体制の充実を図ります。さらに、いじめや不登校、児童虐待等

の未然防止や早期発見・対応に努め、解決に向けた相談・指導体制の充実を図ります。

(4) 教育体制・環境整備の充実

●多様な教育活動ができるよう学校施設・設備の整備に取り組むとともに、計画的に老朽施設等

の改修を進めます。

●学校施設の安全性を向上するとともに、災害や事件・事故から身を守る安全対策を考え、安全

教育、安全管理を推進します。

●小中学校の給食環境の充実を図るため、施設・設備の充実や衛生管理の改善・向上、効率的な

運営などを推進します。

●教職員一人一人の能力と適性を生かした学校運営の下、業務改善を図り、心の通い合う教育を

推進します。

●確かな学力の育成に向けて、教職員は授業改善研修に取り組み、小中一貫教育を推進する体制

づくりを進めます。
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４．自助・共助の取組

５．関連する計画

・第２期淡路市教育振興基本計画

・淡路市小中学校再編推進計画

小学校・中学校の推移

区  分
平成

17 年度

平成

29 年度

平成

30 年度

令和

元年度

令和

2 年度

令和

3 年度

小学校

学校数 24 13 12 11 11 11

学級数 167 122 114 112 111 111

人数 2,577 2,035 2,020 2,026 1,964 1,982

中学校

学校数 5 5 5 5 5 5

学級数 56 41 43 43 43 41

人数 1,442 1,026 1,031 967 1,005 985

資料：学校教育課

●児童・生徒は、「各個人の有する能力を伸ばしつつ、社会において自立的に生きる

基礎」を培い、「国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質」を養っ

ていく。

●家庭においては、基本的な生活習慣を基盤に、豊かな情操、他人に対する思いや

り、善悪の判断、社会的なマナー等人間としての基礎が養われる場とする。

●学校、家庭、地域が一体となり、互いに連携を深め、それぞれの教育力を発揮して

子どもの健全育成に取り組む。

●地域は、「トライやる・ウィーク」など学校等の体験教育へ積極的に協力する。

●社会へ貢献する活動を地域ぐるみで行い、人間性・社会性を備えた子どもを地域

で育てる。
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第   節 生涯学習の充実

１．基本方針

２．施策の体系

３．施策の展開

(1) 生涯学習機会の充実

●高等教育機関や研究機関など、多様な機関との連携により、多様化する学習ニーズに応える事

業を実施します。

●広報誌をはじめ、多様な情報提供手段を活用することで、幅広い世代に対して各種事業の周知

や参加促進に取り組みます。

生涯学習の充実 (1) 生涯学習機会の充実

(2) 住民主体の生涯学習活動への支援

(3) 生涯学習拠点機能の充実

(4) 青少年健全育成の推進

２

現代社会の課題に対応した学習活動を通して、主体的に地域の課題解決を担え

る力を身に付けることができる環境整備に取り組むとともに、「ふるさと淡路」を

誇りに思う郷土愛の育成を図るため、地域の豊かな歴史・文化・自然に触れ、ふれ

あいと交流を積極的に行える環境づくりに取り組みます。

また、学びを通して多様な人が集い、学びの成果を地域で生かすための参画と協

働を支援する体制と活動を促進するための拠点の充実に努めます。さらに、子ども

たちの健やかな成長を促進するため、地域・家庭・学校が連携・協働し、地域全体

で支援する環境づくりに取り組みます。

関連する SDGs17 の目標
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(2) 住民主体の生涯学習活動への支援

●現代社会の課題に対応した学習や活動を通して、主体的に地域の課題解決を担える力を身に付

けることができる学習環境を整備します。

●市民が質の高い学習を行い、習得した知識や技能を地域の教育力向上に生かすとともに、学習

の成果を地域づくりに生かすことができる環境を整備します。

(3) 生涯学習拠点機能の充実

●公民館等を拠点として、学びを通した人々のネットワークや協働する体制を構築することで、

家庭や地域のつながりを広げ、地域コミュニティの活性化を図る仕組みづくりに取り組みます。

●多様化する市民ニーズに応えるため、行政主導ではなく、新たなパートナーとして、市民の図

書館サポーター等とともに、市民協働による図書館運営を行います。

(4) 青少年健全育成の推進

●学校・家庭・地域・関係機関が相互に連携・協働し、情報ネットワーク社会における問題に取

り組み、未来を担う青少年の成長を支える活動を積極的に推進します。

４．自助・共助の取組

５．関連する計画

・淡路市歴史文化基本構想

・第２次淡路市立図書館基本計画

・第２次淡路市子ども読書活動推進計画

・淡路市子ども・子育て支援事業計画（第２期）

●現代的・社会的な課題に対応した学習に取り組み、地域の課題解決に生かす。

●生涯学習で得た知識や技術を地域社会に還元する。

●学びを通して得たつながりを生かし、活力あるコミュニティの形成に努める。

●青少年の健全育成に積極的に取り組む。



59

第   節 スポーツ・レクリエーションの充実

１．基本方針

２．施策の体系

３．施策の展開

(1) スポーツ・レクリエーション機会の充実

●市民の誰もが生涯を通じて、気軽にスポーツ・レクリエーションを楽しむことができるよう関

連するイベント等の充実を図り、広報誌等を活用し、積極的に情報提供します。

●年齢や障がいの有無にかかわらず、気軽に楽しむことができるニュースポーツの普及を促進し

ます。

●スポーツ合宿・キャンプの誘致により、スポーツを通じた本市の知名度向上を図ります。また、

本市にゆかりのあるトップアスリートを通じて、市民のスポーツへの関心を高めます。

スポーツ・レクリエーション

の充実
(1) スポーツ・レクリエーション機会の充実

(2) 住民主体のスポーツ・レクリエーション

活動への支援

(3) スポーツ・レクリエーション拠点機能の

充実

３

全ての市民が生涯にわたりスポーツを楽しみ、健康で充実した生活が送れるよ

う、年齢や性別、技術、能力、体力の違いにかかわらず、気軽にスポーツに親しみ、

主体的・自主的に取り組むことができるスポーツ・レクリエーションの機会の充実

や、活動支援を通じた地域コミュニティづくりを推進します。

また、多様化する市民ニーズに対応したスポーツ・レクリエーション活動の普及

と促進に取り組むとともに、民間活力の導入による施設の有効活用に取り組みま

す。

関連する SDGs17 の目標
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(2) 住民主体のスポーツ・レクリエーション活動への支援

●体育協会やスポーツ推進委員、スポーツクラブ 21 など各種団体の連携・活動の支援を継続し、

スポーツを通じた地域コミュニティづくりを推進します。

●関係団体と連携し、スポーツ・レクリエーションに関する人材の発掘・育成・継承を図ります。

(3) スポーツ・レクリエーション拠点機能の充実

●利用者のニーズや施設の老朽化等を勘案しながら、既存施設の改修及び利便性向上を計画的に

図り、利用の促進に取り組みます。

●既存施設の管理運営体制の充実を図るため、指定管理者制度等、施設の有効活用に取り組みま

す。

４．自助・共助の取組

社会体育関連施設利用者数の状況                     （単位：人）

区 分 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度

津名臨海運動公園 10,920 8,518 7,826 6,329

生穂新島運動公園 6,783 6,067 6,123 4,791

北淡西スポーツセンター 9,180 9,000 8,670 6,600

佐野運動公園第１野球場夜間照明 - 832 520 470

津名体育センター 12,451 12,315 10,678 8,206

岩屋体育センター 7,512 6,786 5,903 5,065

北淡西体育センター 7,700 7,270 7,009 6,808

一宮体育センター 13,215 11,388 9,845 3,444

東浦Ｂ＆Ｇ海洋センター 26,620 25,883 18,662 14,714

津名温水プール 62,431 59,645 41,856 50,535

津名第二温水プール 9,405 10,776 25,151 2,255

北淡温水プール 4,358 4,318 5,386 1,450

武道館 8,759 8,366 9,798 5,958

津名テニス場 2,819 2,655 2,829 4,718

資料：スポーツ推進課

●市民の誰もが生涯を通じてスポーツ・レクリエーションを楽しみ、お互いの活動を

共に支援する。

●スポーツを通じた地域コミュニティづくりに取り組む。

●地域や世代を超えたスポーツ・レクリエーション活動を通じ交流を深める。
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第   節 人権教育の推進

１．基本方針

２．施策の体系

３．施策の展開

(1) 人権教育の推進

●児童・生徒の発達段階や実情に応じた人権教育を推進するとともに、様々な場所での学習機会

を充実します。

●市民の自主的な学習活動や、地域住民主体の活動を促進するため、様々な社会教育施設や生涯

学習施設と連携しながら、身近な人権教育・学習の場の充実を図ります。

●学校、家庭、地域、職場などのあらゆる機会を通じて、人権問題に対する意識を育み、知識や

情報の提供だけでなく、言動や行動につなげていく取組を進めます。

●「淡路市人権施策検討会」により、淡路市人権まちづくり基本計画に記載された取り組むべき

主要人権課題の点検及び評価を実施します。

４．自助・共助の取組

５．関連する計画

・淡路市人権まちづくり基本計画

人権教育の推進 (1) 人権教育の推進

４

人権に対する関心、正しい理解と認識を深め、国際基準の人権感覚を培う人権教

育を推進し、「自尊感情の醸成」、「多様性の容認」、「権利としての人権教育」を目

指します。

また、淡路市人権まちづくり基本計画により、人権課題に向き合える多種多様な

学習機会の提供に取り組むとともに、急激な社会情勢の変化により生じる新たな人

権問題への対応にも取り組みます。

●人権について正しい理解を深める。

●互いを尊重し、認め支え合う関係づくりを進める。

●多様性を受容できる地域づくりを進める。

●人権啓発・学習活動に積極的に参加する。

関連する SDGs17 の目標
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第５章 地域資源と地域活力があふれるまち（産業）

第５章

地域資源と地域活力があふれるまち

（産業）
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第   節 環境先進地への取組

１．基本方針

２．施策の体系

環境先進地への取組 (1) 地球環境の保全

(2) 自然環境・景観の保全・共生

(3) 環境意識の高揚

(4) 公園緑地の充実

(5) 自然エネルギー等利用の促進

１

自然の恵み豊かな本市の環境を、より良い形で次世代へ継承していくことが現

世代の責務となっていることから、自然環境を保全し、自然エネルギーを活用し

た持続可能な地域社会の構築として、地域における 2050 年脱炭素社会の実現に

向け「ゼロカーボンシティ」を目指します。

また、地域新電力事業をプラットフォームとし、地域特性を生かした新たな再

生可能エネルギー導入に向け検討を進めるなど、地域資源を活用した自立型エネ

ルギーシステムの構築に努め、エネルギーの地産地消や地域経済の好循環など、

環境・経済・社会が統合的に循環する、ローカル SDGs に取り組みます。

さらに、環境保全意識の高揚に向けた情報提供、啓発活動により、ごみの発生

抑制、循環資源の活用を推進し、環境負荷の少ない循環型社会の実現に取り組み

ます。

(6) ごみ減量、資源リサイクルの推進

(7) 環境汚染防止

関連する SDGs17 の目標
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３．施策の展開

(1) 地球環境の保全

●淡路市第３次地球温暖化対策実行計画に基づき、CO２の発生抑制に取り組むとともに、家庭、

事業所などへの意識啓発を行います。

●「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」及び「地球温暖化対策の推進に関する法律」に

基づく CO₂削減目標を達成し、施設の省エネルギー化、ごみの減量化を図ります。

(2) 自然環境・景観の保全・共生

●「環境立島淡路」の実現に向けて、今後も市民、環境保護活動団体、専門家と協働の下、自然

環境の保全活動を推進します。

●河川改修等の自然環境の改変を伴う公共工事に当たっては、生物多様性の保全に配慮します。

●農地や森林の健全な保全、管理を図るとともに、景観と自然を生かした市民農園や田園住宅の

整備を推進します。

●市の特色である海沿いの景観を維持するため、関係機関との連携に努めます。

●関係機関との連携強化を図り、里山等の荒廃対策や外来物の駆除等に積極的に取り組みます。

●市民の自主的な組織活動により、保健衛生及び公衆衛生の向上を推進し、全島一斉清掃等の地

区衛生事業活動と一体となって、清潔で住み良いまちづくりを推進します。

(3) 環境意識の高揚

●市民一人一人の環境保全意識の高揚を図るため、学校教育や生涯教育など様々な場面での環境

教育の推進に取り組みます。

●環境保全の大切さと必要性を理解するとともに、実践活動につながるよう、地球にやさしい、

環境に配慮した取組の普及啓発を行います。

(4) 公園緑地の充実

●公園は、交流・憩いの場であるとともに、災害時には避難所及び防災活動の拠点となることか

ら、常時、市民に親しまれるように有効活用を図ります。

●地域住民が主体となった公園や緑地の維持管理を支援します。

(5) 自然エネルギー等利用の促進

●地域新電力事業をプラットフォームとして、様々な自然エネルギーを活用した取組を進めると

ともに、地域に適した新たな再生可能エネルギーの活用及び検討を行い、2050 年ゼロカーボン

シティを目指します。

●官民が連携した再生可能エネルギーの創出により、地域自立型エネルギーシステムを構築し、

電力レジリエンスの向上を目指します。
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●竹、剪定枝、下水汚泥等の地域のバイオマス資源について、エネルギー化や堆肥化などの取組

による地産地消を推進し、循環型社会の実現を目指します。

(6) ごみ減量、資源リサイクルの推進

●可燃ごみ集積箱の設置を支援し、適正な収集箇所の配置を進め、ごみの散乱を防ぎ、効率的な

ごみの収集を図ります。

●エコプラザでは、家庭から排出される資源ごみの受入れを行い、ごみの減量化・再資源化を促

進するとともに、廃棄物に対する市民意識の高揚・啓発を図ります。また、更なるリサイクル

推進のため、廃プラスチックの回収に取り組みます。

●公共ごみ処理の適正化を図るとともに、事業系廃棄物処理の指導を強化し、ごみの発生抑制、

減量化・再資源化の推進を図ります。

●淡路地域ごみ処理広域化計画に基づき、焼却施設の広域化に向けて取り組む一方、新たに、木

くず、剪定枝等の資源化や集団回収の開始の検討を行う等、更なるごみの減量化に取り組みま

す。

(7) 環境汚染防止

●「淡路市環境基本条例」に定める基本理念の下に策定された淡路市環境基本計画に基づき、環

境への負担の少ない持続可能な社会の形成に取り組みます。

●環境汚染の発生源に対しては、法令などが遵守されるよう、関係機関と連携しながら、調査、

監視、指導を徹底し、環境汚染の防止を図ります。

●住民参加型活動を促進し、ポイ捨て禁止や環境美化活動をはじめ、ごみの分別やごみの出し方

などの周知に取り組みます。

●し尿及び浄化槽汚泥の効率的収集を一層促進し、住み良い生活環境の保全に取り組みます。
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４．自助・共助の取組

５．関連する計画

・淡路市第３次地球温暖化対策実行計画

・淡路市環境基本計画

・淡路市一般廃棄物処理基本計画（ごみ処理基本計画）

・淡路市分別収集計画（第９期）

・淡路地域ごみ処理広域化計画

・淡路市公共施設等個別施設計画

ごみ排出量の状況

区  分
平成

28 年度

平成

29 年度

平成

30 年度

令和

元年度
兵庫県

（平成 30 年度）

計画収集人口（人） 45,393 44,933 44,205 43,632 5,566,422

ごみ排出量（ｔ/年） 17,627 17,283 17,728 18,679 1,904,386

１人１日当たりの

排出量

（ｇ/人・日）

合計 1,064 1,054 1,099 1,173 937

生活系ごみ 698 684 699 725 623

事業系ごみ 366 370 400 448 314

リサイクル率（％） 12.5 11.3 11.5 12.0 16.7 

資料：生活環境課

●環境に配慮したライフスタイルを心掛け、日頃から環境問題に対し意識を高める。

●自然環境保全への理解を深め、身近な環境保全活動に積極的に参加する。

●自然とのふれあいを通じ、生物多様性への理解を深める。

●清潔で住み良いまちづくりに向けて、地域清掃活動に参加する。

●里山・里海の保全活動に参加する。

●地域の公園について、愛着を持って利用するとともに、維持管理を行う。

●買い物袋の持参や、詰め替え用商品の購入などを心掛ける。

●資源リサイクルについての理解を深め、積極的に実践する。

●ごみの減量化と徹底した分別により、資源化への取組を進める。

●ローカル SDGs の取組として、地域新電力事業へ参画する。
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第   節 地域産業の活性化（農漁業）

１．基本方針

２

農畜水産業が基幹産業として持続的に発展することを目指し、農畜水産物の生

産の省力化、高品質化や作業の平準化を図るため、スマート技術の普及を推進す

るとともに、本市の強みを生かし、需要と直結した生産の展開により、ブランド

戦略の取組を支援します。

また、地域の創意工夫を生かしながら、農畜水産業者と食品事業者、流通業者

等の多様な事業者が連携し、ネットワークを構築して実施されている６次産業化

等の取組を支援します。

農業については、スマート農業の普及による新しい農業の実現、新規就農の支

援、担い手の確保、立地を生かした都市農業の推進に加えて、法人の農業経営体

の経営力の強化、集落ぐるみによる新規就農者の確保・定着支援及び農地の活用・

保全等を行う取組を促進することにより、地域全体の活性化を図ります。

また、農作物の鳥獣被害防止対策の推進として、地域や関係機関と連携し、被

害防止のための防護柵や電気柵の設置、ICT（情報通信技術）の活用等を推進し、

有害鳥獣捕獲の強化に取り組みます。

漁業については、豊かな海と持続的な水産業の実現のため、水産資源の適切な

管理と水産業の成長産業化を両立させ、漁業者の所得向上と年齢のバランスが取

れた漁業就業構造を確立することを目指し、新たな資源管理システムの構築や漁

業者の所得向上に資する流通構造の改革を推進します。

また、漁港・漁場等の総合的整備を進めるとともに、多面的な機能が将来にわ

たって発揮されるよう、漁業者が行う効率的・効果的な取組の促進を図ります。

関連する SDGs17 の目標
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２．施策の体系

３．施策の展開

(1) 里山里海の保全による活性化

●ため池の適正管理を行い、蓄積された栄養分を「かいぼり」によって河川等を通じて海へ流し、

豊かな海の回復に役立てるなど、農業者と漁業者との協働による活性化に向けた取組を支援し

ます。

●竹林被害による里山荒廃を防ぐため、竹資源のエネルギー化などの有効活用を推進します。

(2) ６次産業化の推進と販路開拓

●食のブランド「淡路島」推進協議会の推進戦略として、島内では、６次産業化の推進による特

産品開発や直販所等の販路拠点の整備・強化などの取組を実施し、島外では、島内戦略を発展

させ、「淡路島ブランド」の一層の PR 活動を効果的に実施します。

●食のブランド「淡路島」推進協議会において、“食極めれば淡路島”の旗印の下、豊富な農畜

水産物を生かし、食のブランド淡路島のイメージアップ・消費拡大・地域の魅力づくりを進め、

農畜水産業と地域の振興を図ります。

●安全安心の農畜水産物の供給、産地イメージの向上を図るため、県認証食品・ひょうご安心ブ

ランド農産物としての生産・加工等への取組を支援し、安全安心のブランド化を図ります。

地域産業の活性化（農漁業） (1) 里山里海の保全による活性化

(2) ６次産業化の推進と販路開拓

(3) ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑ・ﾌﾞﾙｰﾂｰﾘｽﾞﾑの推進

(4) 産官学連携による農漁業振興の研究

(5) 担い手の育成

(6) 有害鳥獣対策等の充実

(7) 魅力ある農業の推進

(8) 持続的な水産業の実現

(9) 漁業経営基盤の強化

(10) 漁業基盤の整備
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●京阪神における継続的な淡路島フェアの開催や商談展示会等を実施するとともに、観光客の誘

客イベントとして、島内での総合見本市の開催等を検討します。

●農産加工品について、製造から販売までの加工施設・販売計画等の取組が可能となるよう、既

存加工組織の支援を行い、高付加価値化を図ります。

●関係機関と連携し、たまねぎ、いちじく、カーネーション等の推進作物の栽培を促進し、収益

力向上を図るとともに、生産、加工、販売など６次産業化への取組として、一貫した体制の支

援を行います。

●優良な繁殖和牛の導入及び保留等により和牛生産力を高め、淡路ビーフの普及を支援します。

●農畜水産物に代表される地域特産物の加工・販売と観光業を一体的に PR し、それぞれの付加

価値の向上や地域経済の活性化が図れる施設等の整備を支援します。

(3) グリーンツーリズム・ブルーツーリズムの推進

●民間活力による直売所、体験型農園、観光農園、農家レストラン、漁業体験など多彩なツーリ

ズム資源を組み合わせることで相乗効果を高め、地域経済の活性化を図るとともに、経営等の

取組に対する支援により、継続した事業実施と都市と農村との交流活動の推進を図ります。

(4) 産官学連携による農漁業振興の研究

●教育機関や農漁業関係団体など、産官学連携により、農漁業振興に関する研究を進めます。

(5) 担い手の育成

●新規就農者の受入れと支援体制の整備を図るとともに、遊休農地の活用に向けて関係機関と連

携し、総合的な支援体制の構築を図ります。

●新規就農者の受入れに際しては、関係機関と相談体制及び支援体制を構築し、就農しやすい環

境整備に取り組みます。

●就農者や営農組合相互の交流を促進し、研修による専門的知識や技術の習得と研さん、さらに

は、経営感覚の向上に努め、優れた担い手の育成・確保を図ります。

●担い手不足及び耕作放棄地の解消に向けて、集落ぐるみの取組や兵庫県農地中間管理機構を介

した農地集積等により、農業振興を図ります。

(6) 有害鳥獣対策等の充実

●国・県の支援制度を積極的に活用するとともに、市独自制度の充実及び ICT の活用を図りなが

ら、ソフト面、防止対策面、捕獲面から多角的に取り組みます。

●地域と連携した有害鳥獣対策に取り組み、捕獲体制及び被害防止対策の継続と環境整備に取り

組みます。

●農林業に係る被害防止を目的として捕獲した動物を地域資源として有効活用するため、ジビエ

処理加工施設に対する施策を推進します。

●鳥インフルエンザや豚熱等、家畜伝染病の発生防止やまん延防止の措置を講じ、家畜等の被害

防止に努めます。
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(7) 魅力ある農業の推進

●作業の省力化、生産性の向上及び高品質化を図るため、ICT 等を活用したスマート農業の促進

を図ります。

●集落営農活性化塾への参加を呼び掛け、市内の集落営農組織の更なる育成を図り、農作業の効

率化と栽培技術の向上、共同利用機械の制度利用などにより、コストの低減を図ります。

●遊休施設化しているガラス温室、パイプハウス等は、新規就農者や農業参入法人・企業等へ利

用促進を検討し、有効な利用対策を進めます。

●北淡路地区の遊休農地を利用した地元の担い手や企業の農業参入を推進します。

●財政負担に配慮しながら、基盤整備事業の推進に取り組み、農業災害の減少を図ります。また、

ため池の耐震化診断を実施し、計画的に耐震化整備を進めるとともに、老朽化に係る一斉点検

の結果を踏まえ、緊急的かつ計画的に部分改修等を実施します。

●遊休農地解消を目的とした和牛の放牧事業と有害鳥獣対策を行うことにより、ゆとりと魅力あ

る経営スタイルを実現するための施策を展開します。

●体験型農業、島内外の市民を対象としたクラインガルテンの実現に対し支援します。

(8)持続的な水産業の実現

●持続的な水産資源の利用を目指し、漁獲可能量の設定管理等の新たなシステムによる資源管理

を推進します。

●沿岸海域の藻場及び浅場の保全を図るため、引き続き漁場造成や稚魚放流等を行うことにより、

水産物の安定確保を図ります。

●マダイ、マコガレイ、オニオコゼなど種苗の中間育成の放流やのりなどの海面養殖業の拡大に

取り組み、資源管理型漁業の推進、定着化を図ります。

●漁業資源の増大と魚価の安定化を図るため、兵庫県栽培漁業センターや漁業団体などと連携し、

効率的な種苗放流事業や漁業規制についての検討を行い、漁場環境の保全を図ります。

(9) 漁業経営基盤の強化

●関係機関との連携により、養殖品種の生産、流通体制確立への取組やコスト削減に取り組む経

営体への支援を行うとともに、新規就業希望者への就業支援を行います。

●漁業者の就業機会の創出と後継者育成に努めるとともに、流通構造の改革など漁業組合の組織

強化を支援します。

●水産製品の品質の向上に取り組みます。特に、のり養殖業は市の基幹産業であるため、不純物

除去や色落ち対策を徹底し、高い産品づくりを推進します。

●地元水産物の付加価値を高めるため、兵庫県漁業協同組合連合会や関係団体と調整・連携を図

りながら、安心で良質な水産物を提供するため、漁協経営の強化を図ります。

(10) 漁業基盤の整備

●護岸・漁港・海岸環境整備事業の円滑な推進を図り、漁港設備の安全性・快適性・機能性の向

上を図ります。
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４．自助・共助の取組

農家戸数及び経営耕地面積の状況

区  分 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 令和 2 年

農家総数（戸） 3,443 3,197 2,699 2,278

経営耕地面積（ａ）

総数 181,990 172,737 146,591 117,542

田 151,716 148,860 127,018 99,959

畑 18,500 14,097 12,610 12,429

樹園地 11,774 9,780 6,963 5,154

資料：農林業センサス

漁業就業者数及び経営体数の状況

区  分 平成 15 年 平成 20 年 平成 25 年 平成 30 年

漁業就業者数（人） 1,488 1,502 1,221 1,197

漁船数（隻） 1,561 1,496 1,340 1,259

経営体数

総数 798 724 646 588

個人 594 548 484 442

団体 204 176 162 146

漁業種別経営体数

底引き網漁 387 409 363 347

船ひき網漁 100 129 111 152

刺網漁 79 106 78 77

その他 92 45 38 43

海面養殖 140 116 106 114

資料：漁業センサス

●地元産の農畜水産物の利用促進を図り、地産地消を心掛ける。

●基幹産業である第１次産業が果たす役割の理解を深める。

●農地の保全に努め、海辺環境を大切にする。

●地域において、都市農村交流活動を進める。

●淡路島ブランドの効果的な PR 活動を実施する。

●異業種間交流を積極的に行い、相乗効果による新たな価値の創造を図る。
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第   節 地域産業の活性化（商工業）

１．基本方針

２．施策の体系

地域産業の活性化（商工業） (1) 商業拠点の整備

(2) 地域特性に合った商業振興

(3) 郊外型商業施設の集積と活性化

(4) 地域ブランド化や新たな商品の開発によ

る地場産業の振興

(5) 経営基盤の整備及び中小企業対策の充実

３

後継者不足や少子高齢化等、本市の課題に対応するため、消費者ニーズに合った

魅力ある商店街づくりを目指すとともに、地域の特性に合った商業振興を図るこ

とで、地域経済基盤の強化に向けた商業施策に取り組みます。

また、商工会と連携し、淡路市ビジネスサポートセンターにおいて経営相談を実

施することで、既存の商工事業者が抱える様々な課題の解決に努めるとともに、移

住者等の起業に向けた支援に取り組み、既存事業者と新規事業者が共存、活躍する

ことで地域の活性化につなげます。

さらに、農漁業者や関係流通機関、異業者の事業者との交流により、新たな商品

の開発、販路の拡大等を図り、商工業全体の活性化を図ります。

引き続き、積極的に企業誘致に取り組むことで、新たな企業の立地を実現し、地

場産業との連携により新商品の開発へつなげるなど、産業の集積から雇用促進等

幅広く地域経済の活性化を図ります。

(6) 企業誘致の推進

関連する SDGs17 の目標



73

３．施策の展開

(1) 商業拠点の整備

●来訪者や住民のニーズに沿った魅力ある商店街づくりを進め、歩いて楽しめる空間創出の工夫

を重ねるとともに、物産施設やチャレンジショップ、新規起業者等による空き店舗の活用を図

ります。

●商店街のにぎわいづくりを創出するため、地域の生活文化・伝統文化を組み込んだ施策に取り

組み、地域文化と一体となった相乗効果を図ります。

(2) 地域特性に合った商業振興

●関係機関との連携を図りながら、淡路市ビジネスサポートセンターで経営に関する総合的な相

談を受ける等、地域消費者のニーズに応えられる商店経営を支援します。

●商工業における後継者の安定した社会的経済基盤を構築するための施策を実施します。

●農漁商工連携による特産品、観光資源の開発・改良・市場開拓や地域住民や地元商業者との協

働によるコミュニティビジネス創設の支援を行います。また、新たなコミュニティビジネスと

して、ネットショップサイトの開設、ネットワークづくり事業の展開を促進します。

●商工会等と連携し、国県制度を有効活用し、地域経済基盤の強化を図ります。

(3) 郊外型商業施設の集積と活性化

●観光分野と連携しながら、地域通貨として利用できる地域ポイントカード等の普及や推進に取

り組み、観光資源のネットワーク化による交流人口の増加により、市外からの集客を含めた大

型店と商店街の連携による商業の活性化を図ります。

(4) 地域ブランド化や新たな商品の開発による地場産業の振興

●関連事業者等と連携し、高付加価値化や販路拡大などを進め、農畜水産物加工業、線香業など

の持続可能な発展と、地場産業の更なる振興と成長を図ります。

●関係流通機関や都市に進出している地元企業等との連携を深め、都市部イベントへの物産出展

やインターネットを活用した PR などの販路拡大と宣伝強化を図ります。

●観光客等のニーズに対応し、地場産品などを利用した付加価値のある「郷土料理・土産品」の

商品開発とともに、販路拡大を図るなど、豊かな観光資源を生かした商業の振興を図ります。

●成長の著しい ICT 分野等、若者が気軽に起業しやすい仕組みづくりに対して支援します。
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(5) 経営基盤の整備及び中小企業対策の充実

●企業の能力開発や商品研究、販路開拓などの経営力の向上への支援を行うとともに、制度資金

の充実をはじめ、経営診断や経営相談などにより、経営基盤の強化を図ります。

●インターンシップ制度の活用や企業間の連携を促進し、技術・情報・人材などの経営資源の確

保・充実を図り、事業の活性化につなげます。

●後継者、地域を活性化するリーダーなどの人材育成をはじめ、商工会等と連携し、起業者支援

策として、起業セミナーの実施、窓口相談等の起業養成や新たな産業創出を支援します。

●優れた技能を有し、地域社会・産業の発展に貢献した人を表彰することで、技術の継承、後進

の育成を図ります。

(6) 企業誘致の推進

●積極的に企業訪問を進めるとともに、長期的な産業振興及び地域雇用の促進を目指した新しい

企業誘致を推進します。

●環境・グリーンエネルギー関連産業や地域技術活用ものづくり産業の集積を目指し、奨励制度

などの優遇措置の充実を図ります。

４．自助・共助の取組

●市内で積極的に商品を購入し、サービスを利用するように努める。

●商店街のにぎわい創出のための取組に協力する。

●日常生活圏域における商業機能が果たす地域の役割への理解を深める。

●地域資源を掘り起こし、アイデアを抽出し、新しい商品を開発する。

●事業者は、地域と一体となったにぎわいを創出し、消費者ニーズを的確に捉えた

持続可能な事業を展開する。

●ネット社会に対応するとともに、地域の人々や市外からの集客等にとって魅力あ

る店づくりや品ぞろえに心掛ける。

●各種イベントなどに積極的に参加・協力する。

●商工会などの関係機関は、市と協力して市内商工業の活性化に努める。
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第   節 地域資源の活用（歴史文化）

１．基本方針

２．施策の体系

３．施策の展開

(1) 文化・芸術活動の振興

●幅広い世代の市民が参画できる芸術文化活動を市民が主体的に行うことができるような支援、

制度設計を検討するとともに、芸術文化を生かした心豊かな地域づくりに取り組みます。

●文化団体の主体的な活動、新規加入者の促進及び団体間の交流を支援し、文化振興を図ります。

●地域に伝わる伝統文化の保存継承のため、活動発表の場等における団体間の交流を通して、後

継者の育成を図ります。

●指定管理者制度により、各種文化施設の効果的な運営と魅力ある芸術文化事業の開催を通して、

文化の創造拠点となる施設の充実に努めます。

地域資源の活用（歴史文化） (1) 文化・芸術活動の振興

(2) 文化財調査の推進と価値の共有

(3) 歴史文化を生かし・守るための基盤づくり

(4) 歴史文化を守り・伝える取組の推進

(5) 歴史文化の魅力を地域づくりや観光振興

に生かす活動の支援

４

地域に伝わる伝統芸能、文化を次の世代に継承していくため、後継者育成に向け

た支援とともに、活動拠点となる芸術文化施設の効果的な運用に取り組みます。

また、地域の個性を象徴する歴史文化遺産の調査を推進するとともに、自然災害

等による滅失防止対策に取り組み、地域が主体となった保存、活用を推進するため、

住民との価値の共有を図ります。

さらに、貴重な文化財の保護と公開を推進するための環境整備に取り組むととも

に、地域づくりや観光振興への活用につなげるため、関係機関の連携を図ります。

関連する SDGs17 の目標
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(2) 文化財調査の推進と価値の共有

●大学等の研究機関の専門家等と連携を図りながら、文化財調査を推進し、新たな歴史文化の価

値の発見に努めます。

●調査成果や保存した文化財の公開・活用事業を通して、市民と価値の共有を図るとともに、地

域における主体的な保存・活用及び担い手育成の取組を支援します。

(3) 歴史文化を生かし・守るための基盤づくり

●学校教育との連携や活用事業を通して、地域の歴史文化を大切に思う「こころ」と「ひと」を

育むことに取り組みます。

●市民や行政、専門家等の多様な主体が相互に連携し、文化財の適切な保存と活用に取り組むこ

とができる「しくみ」を整えます。

(4) 歴史文化を守り・伝える取組の推進

●文化財指定等の適切な保護措置により、地域の歴史文化を特徴付ける文化財を適切に保護しま

す。

●市内に分散している文化財の一体的な保存・管理と情報発信が可能となる拠点を整備します。

●近年増加する大規模災害や滅失などから大切な歴史文化遺産を守る防災・防犯対策を推進する

とともに、それらを生かした市民の防災意識の向上にも努めます。

(5) 歴史文化の魅力を地域づくりや観光振興に生かす活動の支援

●地域が主体となって取り組む歴史文化を生かした地域づくりを促進するため、地域での課題解

決に向けた体制づくりを支援します。

●日本遺産を生かし、認定ストーリーに関連する文化遺産や関係施設と連携した観光振興策の推

進を支援します。

４．自助・共助の取組

５．関連する計画

・淡路市歴史文化基本構想

・淡路市文化財保存活用地域計画

●文化・芸術活動へ積極的に参加する。

●伝統芸能や伝統文化の継承に努める。

●地域の歴史や文化の価値を共有し、その価値を次世代に伝え、守る。

●歴史文化の魅力を地域づくりや観光振興に生かす。
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第   節 地域資源の活用（観光振興）

１．基本方針

２．施策の体系

地域資源の活用（観光振興） (1) 総合的な観光施策の推進

(2) 観光資源の整備・開発

(3) 広域連携による観光資源の活用

(4) 地域ブランドの形成

(5) 癒しの空間、おもてなしの心づくり

５

日本遺産の認定を受けた歴史文化遺産によるストーリーなど新たな観光資源の

有効活用を図り、魅力ある誘客対策を進めることで滞在型観光に結び付けるととも

に、国際観光都市の実現に向けた取組を進めることで交流人口の増加を図ります。

また、観光資源や観光施設等のネットワーク化、各種団体との連携及び多様な特

色ある地域資源を生かして、食・学習・体験・交流などのツーリズム活動を目的と

した観光振興と地域活性化に取り組みます。

淡路島としての広域的な取組との連携により、独自のブランドづくりなど観光価

値を高めるとともに、地域資源の発掘、活用により「癒しの空間」を創造し、「お

もてなしの心」を育みます。そのほか、外国人観光客に着目した外国語表記案内板

や公衆無線 LAN（Wi-Fi）の整備を進め、観光案内の充実を図るなど、国内外の観光

客が訪れやすい環境づくりに努めるとともに、多種多様な情報手段を活用し、本市

の魅力発信に取り組みます。

関連する SDGs17 の目標
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３．施策の展開

(1) 総合的な観光施策の推進

●日本遺産認定など新たな観光資源の有効活用と魅力ある誘客対策を進めることにより、滞在型

観光に結び付けるとともに、国際観光都市の実現に向けた取組を進めることで、交流人口の増

加を図ります。

●農業、漁業、商工業など豊かな地域資源を活用した体験型観光の充実、観光施設間のネットワ

ークの強化を図り、より滞在型観光の増加に向け取り組みます。

●市内観光施設間のネットワークの強化を図るため、一般社団法人淡路島観光協会の取組を支援

します。

●農業・漁業・商工業と連携し、食のブランド化を進め、学校給食などへの提供を通し、子ども

に「食の大切さ」を身に付け、将来の良き情報発信者の育成を図ります。

●観光立国推進基本法に基づき、子どもたちの「旅する心」を育み、「故郷に誇りを持ち将来の

地域づくりの担い手」の育成を図る観光教育を推進します。

(2) 観光資源の整備・開発

●五斗長垣内遺跡に代表される文化財や歴史・文化的な街並みなど、地域資源を観光資源として

活用する取組を進めます。

●地域に点在する伝統的な祭りなどの地域行事を面的に活用することで、新たな観光ルートの創

出と地域活性化を連携させる取組を進めます。

●飲食施設、宿泊施設等での市産食材の活用に努め、観光客に対する食のブランド化への取組の

強化を図ります。

●農業、漁業、商工業を中心とした体験教育旅行の誘致を目的としたツーリズム適地としての整

備を推進します。

●観光案内所の機能強化、案内看板や観光マップの整備、ICT を活用した観光情報発信力の強化

を図り、国内外からの誘客の増加に取り組みます。

(3) 広域連携による観光資源の活用

●淡路島を一つの観光地として捉え、淡路島観光圏事業として広域観光ルートの設定に努めます。

●神戸市等の隣接都市との協定に基づき、観光資源を活用したプロモーションや周遊観光コース

の設定に取り組むことにより、観光産業の振興による地域活性化及び交流人口の増加を図りま

す。

●広域連携により、都市部の都会型観光に対する歴史・自然型観光の魅力を際立たさせ、新たな

観光ニーズの発掘に取り組みます。
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(4) 地域ブランドの形成

●豊かな自然や歴史・文化などの価値を高めた観光戦略を立案し、国際観光都市としての統一し

たコンセプトでブランド化を推進します。

●農業、漁業、商工業、社会教育等の他分野間の連携を強化し、６次産業化を進め、新たな地域

ブランドの創造による観光振興に取り組みます。

(5) 癒しの空間、おもてなしの心づくり

●大学等の研究機関と連携を図りながら、自然や文化など様々な地域資源を癒しの資源として、

調査、発掘、活用することにより、本市でしか体験できない癒しの空間の創造に取り組みます。

●市民団体と連携し、観光ガイド等の充実を図り、地域全体での「おもてなしの心」の育成に取

り組みます。

●観光施設における外国語表記の案内標示や公衆無線 LAN（Wi-Fi）環境など外国人観光客を受け

入れるための基盤整備を進め、訪れやすい環境づくりに取り組みます。

●市内を循環する生活観光バスの充実等、観光施設へのアクセスの利便性について積極的に情報

発信することにより、自家用車を利用しない観光客等の誘客を図ります。

４．自助・共助の取組

観光客入込状況の推移                    （単位：千人）

区  分 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

市内観光客

総数 8,562 8,859 8,623 8,822

日帰り 8,369 8,660 8,423 8,642

宿泊 193 199 200 180

島内観光客

総数 12,777 13,012 12,567 12,603

日帰り 11,477 11,696 11,311 11,362

宿泊 1,300 1,316 1,256 1,241

県内観光客 134,167 139,047 136,964 136,508

資料：兵庫県観光客動態調査報告書

●地域の観光資源を自ら再認識するとともに、主体的に島内外へその魅力を伝える。

●「おもてなしの心」で観光客を迎える。

●市内に豊富に存在する多様な特色ある地域資源を生かした観光振興と地域活性化

に努める。

●他地域との交流事業に参加し、広域的滞在型観光の促進に努める。


