
 基本計画 

歴史・文化財・
景観6

関連条例・計画等
◇ 甲賀市教育振興基本計画（後期計画）
◇ 甲賀市文化財保護基本方針
◇ 第２次甲賀市観光振興計画

◇ 甲賀市景観計画

・日本遺産「忍びの里伊賀・甲賀」「信楽焼」
　の認定を受けました。
・櫟野寺の大開張を契機として、都市部をは
　じめ多くの方にその魅力が発信されました。
・多羅尾代官屋敷の環境整備に取り組みました。

・地域の伝統芸能や催事について保存や
　継承の取り組みが必要です。
・史跡の永続的な保護と次世代に適切に
　引き継ぐための仕組みが必要です。
・文化財の価値を明らかにするための調
　査が必要です。

  成 果   課 題

・文化財保存活用地域計画の文化庁認定を
　受けました。
・水口岡山城の考古学調査を進め国史跡へ
　指定されました。
・信楽焼の製造技術について、民俗文化財
　としての調査を進めました。

①

②
・文化財の保存と活用の一体的な取組が
　必要です。
・東海道をはじめ、歴史的文化景観の保
　存や地域住民主体の活用に対する支援
　が必要です。
・水口岡山城のランドマーク機能の強化
　が必要です。

・中山間地域を中心とした多くの集落の参加
　のもと、農村景観の保持に努めました。
・景観計画、景観条例、屋外広告物条例に基
　づき、地域性豊かな景観の保全に努めました。

・旧東海道などの歴史、文化景観の維持が
　難しくなりつつあります。
・耕作放棄地の拡大や、山林や未利用地に
　おける太陽光パネルの整備などに、景観
　との調和が求められています。

③

  成 果   課 題

  成 果   課 題

◇ 甲賀市景観条例

◇ 甲賀市景観基本計画

◇ 甲賀市文化財保存活用地域計画
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  施策概要
城跡をはじめとする埋蔵文化財の発掘調査や市内にある有
形、無形の文化財、伝統文化等の調査を行い、文化財指定
による保護措置や記録による保存を行います。また、地域
ならではの伝統芸能や祭事等を次世代に適切に引き継ぐた
めの支援を進めるとともに、史跡紫香楽宮跡の保護と地域
による活用支援に取り組みます。

 

基本計画

 

文化財等の調査と保護

文化財等の活用

  施 策

指定文化財の総数（登録文化財を含む）（件）
2021年

（令和３年）
2024年

（令和６年）
2023年

（令和５年）
2022年

（令和４年）

280279278277

文化財の保存と活用の一体的な取組を進めるとともに、
東海道周辺の歴史・景観・伝統を守るための取組を支援
します。また、地域の歴史に親しみ、みんなで守ってい
く風土が育つ環境づくりを進めるとともに、文化財を本
市独自の歴史文化資源として、市民との協働によりまち
の魅力発信に活用します。

■目標像

里地里山の美しい自然や文化財の保存と活用により、地域の魅力が発信
されている。

美しい農山村の景観を有する里地里山や歴史的なまちなみ
などのふるさとの景観を保全するため、市民、事業者、市
民活動団体等との協力関係を築きます。また、耕作放棄地
や山林、未利用地における太陽光パネルの設置などの開発
行為にあたり、市民、事業者等の相互理解を図るための取
組を進めます。

景観の保全と創造

資料館等の入館者数（人）
2021年

（令和３年）
2023年

（令和５年）
2022年

（令和４年）
2024年

（令和６年）

18,00016,000 17,000 19,000

景観法の届出のうち、景観計画に適合している割合（％）
2022年

（令和４年）
2024年

（令和６年）
2023年

（令和５年）
2021年

（令和３年）

90.0 90.090.0 90.0

■成果指標

■成果指標

■成果指標

  施策概要  施 策

  施策概要  施 策



 基本計画 

生涯学習・
文化・スポーツ7

関連条例・計画等
◇ 甲賀市教育振興基本計画（後期計画）
◇ 甲賀市スポーツ振興基本計画
◇ 甲賀市文化のまちづくり計画

◇ 甲賀市子ども読書活動推進計画第２次計画
◇ 甲賀市図書館サービス計画

・社会人のリカレント教育をあらゆる機会で
　進める必要があります。
・生涯学習とコミュニティ活動の一体的な取組
　への展開が必要です。
・コロナ禍を踏まえ、図書館の新しいあり方を
　検討する必要があります。

 成 果   課 題

・地域の小中学生と高齢者の交流による学び
　の場として、夢の学習事業に取り組みました。
・より利用しやすい公民館、図書館となるよう
　利用要件を一部緩和しました。

①

・子どもたちが文化・芸術、スポーツの
　「一流」に触れる「金の卵プロジェクト」
　を開始しました。
・共生社会ホストタウン事業により障がい者
　の文化・スポーツの理解が進みました。

・アール・ブリュットの魅力を地域振興に結び
　付けるとともに、文化芸術として発展させる
　必要があります。
・文化、芸術と産業の融合による信楽焼など、
　日常の暮らしのなかにある文化、芸術活動を
　応援します。

②

・東京オリ・パラの共生ホストタウンの登録
　を受けるとともに国スポ障スポを見据え、
　障がい者スポーツの推進を実施しました。
・水口体育館の移転新築や施設改修を進めました。
・スポーツ協会の設立を支援しました。

・東京オリ・パラ、国スポ、障スポを見据え
　たスポーツ振興に取り組むとともに、競技
　者や指導者育成が必要です。
・文化・体育等の振興を目的とした組織の一
　元化やヘルスツーリズムの取組が必要です。

③

 成 果   課 題

 成 果   課 題
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基本計画

 

夢の学習事業の講座開催数（件）
2021年

（令和３年）
2024年

（令和６年）
2023年

（令和５年）
2022年

（令和４年）

1,300 2,0001,7001,500

  施策概要
市民との連携による生涯学習の展開や、利用者ニーズに合わ
せた貸館を進めるため、公民館からコミュニティセンターへ
移行します。また、夢の学習や社会人のリカレント教育をあ
らゆる機会で取り組みます。図書館においては、電子図書等
の市民ニーズに合わせた取組を進めるなど、地域づくりの核
として多くの市民が利用できるよう環境を整えます。

■目標像

多くの市民が、仲間と共に学び、文化、芸術にふれ、スポーツに親しんでいる。

生涯学習環境の充実

  施 策

  施策概要  施 策

  施策概要  施 策

文化・芸術活動、郷土芸能等の各種団体や後継者の育成、自
主的な創造活動や伝承活動を支援するとともに、アール・ブ
リュットの魅力発信の強化や、これらの文化、芸術が日常の
暮らしのなかに根付く取組を進めます。また、文化施設を有
効利用するための環境づくりに努めます。

文化、芸術の振興

総合型地域スポーツクラブと自治振興会やスポーツ推進委員等
との連携を促進し、各地域での生涯スポーツを充実させるとと
もに、スポーツ協会等と協力して競技スポーツの振興を図りま
す。また、東京オリンピック・パラリンピック、国民スポーツ
大会、全国障害者スポーツを見据えたスポーツ振興に取り組む
とともに、競技者や支援者、指導者育成を推進します。

スポーツの振興

市内文化ホールの自主企画事業の延べ来場者数（人）
2024年

（令和６年）
2023年

（令和５年）
2022年

（令和４年）
2021年

（令和３年）

9,600 9,800 10,000 10,100

運動習慣者の割合（％）
2022年

（令和４年）
2023年

（令和５年）
2021年

（令和３年）
2024年

（令和６年）

41.1 43.1 45.1 47.1

■成果指標

■成果指標

■成果指標
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 基本計画 

地域福祉８

関連条例・計画等
◇ 甲賀市第８期介護保険事業計画・高齢者福祉計画
◇ 甲賀市第３次障がい者基本計画・第６期障がい福祉計画
◇ 第２次甲賀市地域福祉計画

・重症心身障がい児・者の通所事業所や就労
　移行支援事業所の整備を支援しました。
・医療的ケアを必要とする子どもの通学支援
　を実施しました。

・学習支援事業「学んでいコウカ」を市内
　6か所で開始しました。
・養育費の受け取り支援を開始し、ひとり親
　家庭の生活の安定を図りました。
・ひきこもり対策を進めるため、アウトリー
　チ支援員を設置しました。

・障がい者の就労や地域活動への参加を促進
　するために、障がいの理解や合理的配慮の
　推進が必要です。
・情報アクセシビリティの向上と意思疎通支援
　の充実が必要です。

・ひきこもり状態にある本人や家族への支援
　を進めるとともに、分野横断の支援体制づ
　くりが必要です。
・生活困窮者やひとり親世帯の就労支援の充
　実が必要です。

・健康な高齢者が「仕事」や「地域づくり」
　を継続するための支援が必要です。
・増加する介護需要に対応するため、介護職員
　の負担軽減を図るとともに、人材の確保と定
　着が必要です。

・8050問題やダブルケアなど制度の狭間への
　対応が必要です。
・地域福祉活動と自治振興会活動等の連携を
　進めるため、社協、保健センターにおける
　支援の強化が必要です。
・民生児童委員の負担軽減が必要です。

  成 果   課 題

  成 果   課 題

  成 果   課 題

  成 果   課 題

・生活支援コーディネーターを配置し、外出
　支援や農福連携の取組を始めました。
・官民連携による協議会を設立し、介護人材
　の確保定着につながる取組を進めるととも
　に研修への支援を行いました。

・ご近所福祉コーディネータを配置し、生活
　支援ボランティアの養成や外出支援活動を
　支援しました。
・成年後見制度の利用を進めました。

①

③

②

④



 
基本計画 

  施策概要
生涯を通じて現役で活躍できるまちづくりを進めるため、高
齢者の参画による地域活動や就労の継続、機会の創出を支援
するとともに、介護予防や自立支援、健康寿命の延伸の取組
を強化します。また、介護人材の確保や定着促進、生活支援
サービスの充実や担い手育成など、地域包括ケアシステムを
推進します。

制度の狭間で課題を抱える市民に寄り添い、介護や子育て、
障がい、困窮等の包括的な「断らない相談支援」の取組を進
めます。また、福祉施策とコミュニティ施策の連携により、
「支え手」と「受け手」の関係を超えて、地域で支え合う仕
組みづくりを進めるとともに、地域で活躍される民生委員・
児童委員の負担軽減に取り組みます。

長寿、生きがいづくり

地域共生社会の実現

障がい福祉の充実

セーフティネットの充実

  施 策

  施策概要  施 策

  施策概要  施 策

  施策概要  施 策

介護認定第１号認定率（％）
2023年

（令和５年）
2022年

（令和４年）
2021年

（令和３年）
2024年

（令和６年）

18.6未満18.3未満18.1未満 18.8未満

障がいのある人が住み慣れた地域で生活できるよう、農福
連携等の多様な就労機会の確保や文化・芸術活動、地域活
動等の社会参加を促進します。また、様々な障がいやユニ
バーサルデザインの理解を広げるとともに、情報アクセシ
ビリティの向上と意思疎通支援を推進するため、手話言語
条例の制定等に取り組みます。

経済的に困窮し最低限度の生活ができない市民に対し、保
障制度の適用と支援を行います。また、生活困窮者やひき
こもり状態にある本人及び家族は、社会とのつながりが希
薄となり、複合的な課題を抱えることも多いため、アウト
リーチによる対象者の把握と包括的な自立支援、相談体制
の構築等を分野横断で進めます。

■目標像

市民、市民活動団体、企業、行政等、地域ぐるみで家族を支えている。

障害福祉サービス事業所から一般就労につながった 
人数（人）

2023年
（令和５年）

2022年
（令和４年）

2021年
（令和３年）

2024年
（令和６年）

10 167 13

福祉ボランティア登録人数（人）
2021年

（令和３年）
2024年

（令和６年）
2023年

（令和５年）
2022年

（令和４年）

6,3416,321 6,3616,301

困窮家庭の子どもやひきこもりの当事者や家族が気軽に
2023年

（令和５年）
2021年

利用できる居場所（カ所） 8
（令和３年）

2022年
（令和４年）

2024年
（令和６年）

9 10 11

■成果指標

■成果指標

■成果指標

■成果指標
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－ 56－

 基本計画 

◇ 甲賀市水口医療介護センター事業中期経営計画
◇ 甲賀市立信楽中央病院新改革プラン

保健・医療９

関連条例・計画等
◇ 第３次健康こうか21計画（健康増進計画・食育推進計画）
◇ 甲賀市子ども・子育て応援団支援事業計画
◇ 甲賀市国民健康保険保健事業実施計画
　（データヘルス計画）(第３期特定健康診査等実施計画）

・過去の健診受診等のデータ分析に基づき、
　対象者の特徴に添った受診勧奨や、個別通
　知等の回数を拡充しました。
・ピロリ菌検査、各種がん検診など、疾病の
　早期発見に取り組みました。

・子育て応援医療費助成(所得制限なし)の
　対象を小学6年生まで拡げるとともに、
　重度心身障害者、ひとり親家庭に対する
　助成を進めました。
・健康アプリ「BIWA-TEKU」による健康づ
　くりを開始しました。

・マイナンバー制度等を活用した生涯健康情
　報の活用を進める必要があります。
・ICT等を活用した健康づくりの啓発・拡充が
　必要です。

・高齢者の保健事業と介護予防の一体的な
　事業を進めるため、地域支援事業との連
　携など、効果的な組織、運用体制が必要
　です。

・企業、大学との連携により、科学的な健康
　づくりを進めなければなりません。
・健康づくり、疾病予防などの専門職の知識
　を自治振興会等の地域活動に活かすととも
　に、健康推進員の負担軽減が必要です。

・市立医療機関の役割整理が必要です。
・中山間地域の地域医療を確保するため、
　医業承継やオンライン診察等の支援が
　必要です。
・不足する医療従事者の確保が必要です。

  成 果   課 題

  成 果   課 題

  成 果   課 題

  成 果   課 題

・運動による健康づくりができる環境を自治
　振興会等とともに取り組みました。
・ライフステージに応じた食育を推進するた
　め、健康推進員とともに食育教室を開催し
　ました。

・地域医療を支える医師会や歯科医師会の
　活動を支援しました。
・市の医療政策及び市立医療機関のあり方
　について、検討しました。

①

③

②

④

11245
テキスト ボックス




  施策概要
すべてのライフ・ステージにおいて、健康で生きがいをもっ
て生活できる環境をつくるため、地域の健康づくりのリーダ
ーである健康推進員や自治振興会、スポーツ関係団体等との
連携を進めます。また、企業、大学と科学的な健康づくりを
進めるとともに、伝統的食文化の伝承や食育・地産地消によ
る健康づくりを学校等と分野横断で推進します。

在宅医療、看取りを含めた包括的な地域医療体制の充実を図
り、地域の開業医等が連携する医療ネットワークを構築し、
市立医療機関の役割整理を進めます。また、医師確保に向け
た取組や医業承継の支援制度の構築、中山間地域におけるオ
ンライン診療のあり方について検討します。

 

基本計画

 

健康寿命の延伸

地域医療体制の確保

疾病予防、早期対策の推進

保険制度の適正運用

  施 策

  施策概要  施 策

  施策概要  施 策

  施策概要  施 策

疾病と生活習慣病等の正しい知識の普及や、ＩＣＴを活用
した健康づくりに取り組むとともに、レセプトデータ、健
診データを活かした受診勧奨を進めます。また、乳幼児健
診等では、切れ目のない発達支援と虐待やネグレクトへの
対応を重視するとともに、感染症の予防や啓発の取組を強
化します。

市民の制度理解を促進するため「わかりやすい広報」に努
め、国民健康保険、後期高齢者医療保険を健全に運営しま
す。また、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な事業に
取り組むとともに、子どもや障がいのある人、ひとり親家
庭等が安心して医療にかかれるよう医療費を助成します。

■目標像

地域で共に支え合い、生きがいをもって、健康長寿で暮らしている。

国保特定健診の受診率（％）
2023年

（令和５年）
2024年

（令和６年）
202 1年

（令和３年）
2022年

（令和４年）

54 6057 60

一般診療所数（カ所）
202 1年

（令和３年）
2023年

（令和５年）
2024年

（令和６年）
2022年

（令和４年）

41424242

ＢＩＷＡ－ＴＥＫＵ登録者数（人）
2023年

（令和５年）
202 1年

（令和３年）
2022年

（令和４年）
2024年

（令和６年）

1,500 1,900 2,1001,700

市民の健康寿命（歳）
上段：男性、下段：女性
※健康寿命はＫＤＢシステムより平均自立期間（要介護2以上）を指す

2022年
（令和４年）

2023年
（令和５年）

2024年
（令和６年）

202 1年
（令和３年）

80.8
85.0

80.6
84.8

81.2
85.4

81.0
85.2

■成果指標

■成果指標

■成果指標

■成果指標
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 基本計画 

住まい・生活10

関連条例・計画等
◇ 甲賀市水道ビジョン
◇ 甲賀市公営住宅等長寿命化計画
◇ 甲賀市既存建築物耐震改修促進計画

◇ 甲賀市空家等対策計画
◇ 甲賀市景観計画
◇ 甲賀市景観基本計画

・空き家の予防、活用、適正管理などの支援
　や指導の強化、低未利用地の適切な利用、
　管理の促進が必要です。
・お試し居住施設を運営する地域、団体への
　支援が必要です。

  成 果   課 題

  成 果   課 題

  成 果   課 題

  成 果   課 題

・空き家対策条例を制定し、空き家の予防、
　除却支援を進めるとともに、空き家バンク
　制度による活用を推進しました。
・空き家活用や三世代同居等のリフォームを
　助成しました。

①

・住宅困窮者対策として、民間賃貸住宅入居
　者への家賃の一部補助を実施しました。
・長寿命化計画に基づき、市営住宅の改修を
　進めました。

・市営住宅の適正化による維持管理コストの
　削減が必要です。
・良好で快適な住環境の確保を図るため、古
　い住宅からの住み替えを推進する必要があ
　ります。

②

・老朽化が進む上下水道施設の更新を進めまし
　た。
・信楽地域の公共下水道及び合併浄化槽の整備
　を進めました。
・水口地域及び甲南地域の雨水幹線整備を進め
　ました。

・市民、企業、行政の連携による公園運営を
　進めるとともに、都市公園における規制緩
　和を図る必要があります。
・自然体験施設など安全な外遊びの場へのニ
　ーズの高まりに応えることが必要です。

③

・区・自治会等が管理する児童公園等の遊具の
　設置や修繕の支援を開始しました。
・市内公園の長寿命化を進めるとともに、適正
　な維持管理に努めました。

・老朽化が進む上下水道施設の更新を進めまし
　た。
・信楽地域の公共下水道及び合併浄化槽の整備
　を進めました。
・水口地域及び甲南地域の雨水幹線整備を進め
　ました。

④
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基本計画

 

  施策概要
建築物の防災対策や改修による住宅ストックの質の向上と、
低未利用地の活用を促進します。また、空き家の予防と活
用を進めるため、需要と供給のミスマッチの解消や移住促
進、地域活性化の資源としての活用に向けて、区、自治会
や自治振興会、不動産業者との連携体制を強化するととも
に、不良住宅の除却支援に取り組みます。

■目標像

良好な住環境が形成され、住まい、生活への安心や快適な暮らしが
保たれている。

良質な住宅資産の形成と活用

  施 策

市営住宅の適切な維持管理と長寿命化を図るため、計画的
修繕、住み替えの促進等を行います。また、子育て世代や
若者等が住みやすい環境をつくるため、民間賃貸住宅の家
賃補助など、市民ニーズに合った住宅政策を進めます。公営住宅の整備、維持管理

上下水道施設の計画的な整備・更新を進めるとともに、
安全な水の安定供給及び汚水処理の普及推進に努めます。
また、効率的な経営のための外部委託も含めた運営体制の
見直しにより、公営企業の持続可能な経営に取り組みます。

上下水道事業の健全運営

公園のユニバーサルデザイン化を進めるとともに、市民、
企業、行政の連携によるパークマネジメント手法を活かし
た公園運営に取り組みます。また、様々な規制やルールを
柔軟に見直すことで市民や事業者等のニーズに応えるとと
もに、地域との協働により、身近な公園の維持や環境を整
備します。

公園の整備、維持管理

空き家バンク成約数（件）
2022年

（令和４年）
2021年

（令和３年）
2024年

（令和６年）
2023年

（令和５年）

55 55

  施策概要  施 策

  施策概要  施 策

  施策概要  施 策

公営住宅の管理戸数（戸）
2023年

（令和５年）
202 1年

（令和３年）
2022年

（令和４年）
2024年

（令和６年）

489497 493 485

上水道有収率（％）
下水道水洗化率（％）

2024年
（令和６年）

2023年
（令和５年）

202 1年
（令和３年）

2022年
（令和４年）

86.7
90.5

86.2
89.3

86.4
89.9

87.0
91.1

都市公園の利用人数（人）
2023年

（令和５年）
2022年

（令和４年）
202 1年

（令和３年）
2024年

（令和６年）

200,000 204,000 212,000206,000

■成果指標

■成果指標

■成果指標

■成果指標
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 基本計画 

安全・防災11

関連条例・計画等
◇ 第 11 次甲賀市交通安全計画
◇ 甲賀市地域防災計画
◇ 甲賀市国民保護計画

◇ 甲賀市既存建築物耐震改修促進計画
◇ 甲賀市道路整備基本計画

・災害時における物資の供給など、民間事業
　者との協力体制を構築しました。
・地域とともに災害時要支援者避難計画
（個別計画）の策定及び防災士の育成に取り
　組みました。

・河川改修や適切な維持管理の促進に向けた
　取組を進めました。
・出水期に備えた土砂災害パトロールを実施
　するとともに、危険度等の緊急性に基づき、
　急傾斜地、砂防事業に取り組みました。

・地域の実状に合わせて、緊急避難場所の
　位置づけと指定避難所の見直し、福祉避
　難所の確保と周知を進める必要があります。
・防災士が地域で力を発揮できるような支援
　が必要です。

・農業用ため池の安全のためハザードマップ
　作成や老朽化対策が必要です。
・浚渫における残土処分地の確保が必要です。
・河川改修や浚渫等の事業促進と共に避難計画
　等のソフト対策も必要です。

・防犯灯の設置状況を調査するとともに、
　地域ごとの設置、維持管理ルールの統一
　が必要です。
・防災、防犯、交通関係団体や民間企業と
　の横断的な協力体制を構築する必要があ
　ります。

・頻発する集中豪雨、土砂災害に備え、
　水防体制の強化と資機材の充実が求め
　られています。
・消防車両や車庫等の老朽化に伴い、施設
　の再編を進める必要があります。

  成 果   課 題

  成 果   課 題

  成 果   課 題

  成 果   課 題

・PTAとの通学路点検を実施するとともに、
　児童クラブ、保育園の移動経路の安全対策
　予算を拡充しました。
・防犯灯や道路照明等の整備を図るとともに、
　防犯カメラの設置に取り組んでいます。

・消防団員の担い手不足の現状を踏まえ、
　団員の確保と区域再編、消防施設の最適化
　に取り組みました。
・新たに支援団員制度を開始しました。

①

③

②

④



  施策概要
暮らしのなかの事故やけが、犯罪等の予防対策を進めるため、
各種団体や企業等が、横断的に力を発揮できる体制を構築し
ます。また、犯罪被害者支援や再犯防止等の取組を進めると
ともに、各地域の防犯灯の設置、維持管理ルールの統一に取
り組みます。

消防団の新たな担い手の確保に継続して取り組むとともに、
組織の再編、支援団員制度による即応力の強化及び甲賀広
域行政組合消防本部との相互補完の関係を強化します。
また、計画的に資機材の更新を進めるとともに、頻発する
集中豪雨、土砂災害に備え、水防資機材を充実します。

 

基本計画

 

安全、安心対策の強化

消防体制、基盤の充実

地域防災体制、基盤の強化

治水、砂防の推進

  施 策

地域や避難者の特性に合わせて、安全な避難所や福祉避難
所を確保するとともに、適切な避難環境を提供するための
準備や、災害時要支援者避難支援計画の策定を進めます。
また、事業者等と実効性の高い協力関係を築くとともに、
防災士による防災教育を支援することで、地域における避
難行動や避難所運営の取組を進めます。

河川の整備や浚渫、急傾斜地について、国、県との連携
により対策を進めるとともに、市民との協働により河川
愛護活動に取り組みます。また、記録的短時間大雨等の
集中豪雨や農業用ため池における災害予防の取組を強化
し、自らの命を守るための主体的な行動が取れるよう、
施設管理者等とともに啓発活動に取り組みます。

■目標像

事故やけが、犯罪、災害被害が、地域の総力で予防されている。

犯罪の発生件数（件）
2021年

（令和３年）
2022年

（令和４年）
2024年

（令和６年）
2023年

（令和５年）

375 300350 325

  施策概要  施 策

  施策概要  施 策

  施策概要  施 策

個別計画の策定地域数（カ所）
2022年

（令和４年）
2021年

（令和３年）
2023年

（令和５年）
2024年

（令和６年）

50 7060 80

消防団実団員数の確保（人）
2022年

（令和４年）
2021年

（令和３年）
2023年

（令和５年）
2024年

（令和６年）

1,085 1,1071,096 1,120

防災重点農業用ため池のハザードマップ作成率（％）
2023年

（令和５年）
2021年

（令和３年）
2024年

（令和６年）
2022年

（令和４年）

81.872.2 89.6 100

■成果指標

■成果指標

■成果指標

■成果指標
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 基本計画 

農林畜水産12

関連条例・計画等
◇ 甲賀市農業振興基本計画
◇ 第２次甲賀市環境基本計画
◇ 甲賀市森林整備計画

◇ 甲賀農業振興地域整備計画
◇ 甲賀市農村振興基本計画
◇ 甲賀地域鳥獣害被害防止計画

・茶のブランド化と有機質栽培の促進に取り
　組みました。
・栽培が難しく、高単価な作物の栽培にチャ
　レンジする農業者を支援しました。
・新たな産業として薬用作物の栽培に取り組
　みました。

・狩猟免許取得や法定猟具整備を支援し、
　捕獲従事者の強化を図りました。
・集落による侵入防止柵の設置を推進しました。
・農作物被害額は2,000万円まで減少しました。

・独自の茶のブランドを確立することで、
　単価アップに取り組む必要があります。
・給食等による地産地消の拡大が必要です。
・これまでに認定した「甲賀ブランド」との
　整理が必要です。

・市街地でも害獣駆除を強化する必要があり
　ます。
・ＩＣＴを活用した獣害対策が期待されてい
　ます。
・捕獲獣肉の有効活用を探る必要があります。

・農福連携による高齢者、障がい者の生き
　がいづくりに取り組む必要があります。
・スマート農業の推進や農業用施設の老朽
　化対策が必要です。
・移住者や若者、女性等のＵＩＪターン
　就農を進める必要があります。

・地域産材を活用した木育や自伐型林業の
　推進などにより、森林、林業への関心を
　高める必要があります。
・ＣＬＴや木質バイオマス等により、間伐
　材の利用推進を図る必要があります。

  成 果   課 題

  成 果   課 題

  成 果   課 題

  成 果   課 題

・茶農家の経営と競争力強化のため、てん茶
　加工場の建設を支援しました。
・農業施設の整備に取り組みました。
・新規就農者の営農が軌道に乗るまでの負担を
　軽減しました。

・全国植樹祭の誘致を実現しました。
・ＣＬＴを活用した公共施設を整備しました。
・自伐型林業「木の駅プロジェクト」の支援と
　上下流域の連携による森林づくりを推進しま
　した。

①

③

②

④
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  施策概要
農畜産業の生産基盤の整備や水産漁業の資源保護に努めると
ともに、農家等経営の合理化、生産体制支援の仕組みづくり、
スマート農業の取組を推進します。また、農村集落への移住、
定住の促進や後継者、担い手の確保、育成を支援するととも
に、農福連携やＵＩＪターン就農、遊休農地の活用を進めます。

全国植樹祭の機会を捉え、持続的な森林整備や林業振興を図
るため、路網整備や境界明確化による施業の集約化、担い手
の確保、育成等に取り組むとともに、地域産材の利用、木の
駅プロジェクト等の自伐型林業を推進します。また、木質バ
イオマスの活用等に取り組むとともに、森林環境学習と木育
を推進します。

 

基本計画

 

農畜水産業の安定経営の確保

林業の振興

地域ブランドの展開

鳥獣害対策の推進

  施 策

  施策概要  施 策

  施策概要  施 策

  施策概要  施 策

米、茶、野菜、果樹等の特産物の安定的な生産体制と「環境
こだわり農業」の取組を基盤としたうえで、新たな農作物の
栽培を支援します。また、これまでの甲賀ブランドをより戦
略的に消費につなげ、地産地消や観光消費、販路開拓による
増収や食文化の伝承に取り組みます。

イノシシ等による農林被害やアライグマ等による住環境被害
を軽減するため、捕獲と防除の両面からの対策を強化すると
ともに、集落ぐるみの取組を進めるため、出前講座と集落環
境点検を実施します。また、ジビエ等の害獣資源の有効活用
に取り組みます。

■目標像

農林畜水産品の付加価値が高まり、域内消費も増えている。

新規就農者数（人）
2023年

（令和５年）
2024年

（令和６年）
2022年

（令和４年）
2021年

（令和３年）

3333

１番茶の茶価（平坦地区）（円）
2024年

（令和６年）
2022年

（令和４年）
2021年

（令和３年）
2023年

（令和５年）

1,175 1,210 1,2461,141

山林より搬出される素材（丸太）の生産量 （A材・B材・
C材の合計）（㎥）

2023年
（令和５年）

2024年
（令和６年）

2021年
（令和３年）

2022年
（令和４年）

12,500 13,000 13,500 14,000

農作物被害金額（万円）
2023年

（令和５年）
2021年

（令和３年）
2022年

（令和４年）
2024年

（令和６年）

1,800 1,7001,900 1,600

■成果指標

■成果指標

■成果指標

■成果指標
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