
令和3年 月

第2次甲賀市総合計画
基本計画（第2期）

あい甲賀　いつもの暮らしに「しあわせ
」を感

じる
まち



 

１．基本計画の位置づけと機能 

 

甲賀市市民憲章 

わたしたちは「みんながつくる住みよさと活気あ

ふれる甲賀市」を目指して、この憲章を定めます。 

   あふれる愛に   あなたも仲間 

   いろどる山河と  生きいき文化 

   こぼれる笑顔に  応える安心 

   うみだす活力   受けつぐ伝統 

   かがやく未来に  鹿深の夢を 

 

甲賀市まちづくり基本条例 

目指すまちの姿 

市民、議会及び市長等は、まちづくりの担い手とし

て、自ら輝く未来のために次に掲げる本市のあるべ

き姿を考え、その実現に向けて行動します。 

 （１） 誰もが等しく個人として尊厳及び権利が 

        守られるまち 

 （２）それぞれの地域の特性を生かしながら、 

    時代の変化に対応できる活力のあるまち 

 （３）誰もが地域で社会生活を営み、互いに支え 

       合って安心して暮らすことができる福祉の 

       いきとどいた住みよいまち 

 

第２次甲賀市総合計画基本構想 

未来像 

あい甲賀 いつもの暮らしに 

「しあわせ」を感じるまち 

 

第２次甲賀市総合計画 基本計画 

まちづくりの各分野における施策の展開を、体系立

てて整理しています。基本構想の計画期末である 

２０２４年に望む姿を示しています。 

 市民像（魅力的な市民の姿） 

 目標像（実現したい「まち」や「人」の姿） 

 成果指標（達成を測るものさし）  

 

 

         各分野別計画 

第２次甲賀市総合計画は、「甲賀市市

民憲章」や「甲賀市まちづくり基本

条例」が目指すまちの姿をうけ、基

本構想において私たちが共に展望す

る「未来像」を掲げています。 

平成２９年度からの１２年間を計画

期間とする基本構想を踏まえて、 

４年間を１期とする基本計画におい

て、その「未来像」に向かうための

施策の方向性を示します。 

基本計画では、市民憲章の理念を「施

策の体系」の柱とし、計画の全体像

を示すとともに、４年間で集中的に

取り組む施策を掲げています。「分野

別の施策」では、各分野で私たちが

望む「市民像」「目標像」及び「成果

指標」を掲げて、具体的に取り組む

内容を示しています。 

<分野別計画> 
〇新市建設計画 
〇行政改革大綱 
〇地域福祉計画 
〇都市計画マスタープラン 
〇教育大綱 など 
※基本計画は甲賀市まち・ひと・しごと 
 創生総合戦略を包括しています。 
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２．行政経営の方針 
（１）特に注力すべき分野 
  特１．徹底的な行政改革による持続可能な自治体経営 
  特２．市民、事業者等に寄り添う、きめ細かな新型コロナウイルス感染症対策 
 
（２）分野横断の基本的姿勢 
  ①市民の力を活かす 
   ア．市民やＮＰＯ、事業者等の力を最大限に引き出すため、事業のアウトソー 

シングや民営化を進めるとともに、短期では成果に結びつかずとも、官民 
双方の協力により切磋琢磨を積み重ねるなかで、成果を生み出します。 

   イ．市内一律ではなく、地域性・多様性を活かした自治振興会、市民活動団体 
     等の取り組みを応援し、多様な市民自治への分権を進めます。 
   ウ．地域における暮らしの課題（移動、買い物、医療など）をビジネス的手法 
     で解決する「ソーシャル・ビジネス」への支援を充実させます。 
 
  ②仕組みを変える 
   ア．Society5.0を見据え、未来技術を活用した地域課題の解決を図るため、ス 
     マートシティの実現に取り組みます。 
   イ．不便、過剰な規制や複雑な仕組みが、民間投資や技術革新を阻害し、市民 
     の利益を損なっていることから、真の公益性を見つめ直したうえで、自由 

度の高い行政経営への転換を図ります。 
   ウ．「未来のあるべき姿」を描いたうえで、未来起点による政策立案を進める 
     ため、政策形成過程における市民、議会との議論や、専門人材の参画を進 
     めます。 
   エ．全国に向けて「まちの魅力」を売り込み、市民、企業から「選ばれるまち」 
     となることで、「稼ぐ力」による持続可能性を高めます。 
 
  ③人を育て、人をつくる 
   ア．地域経済を牽引するものづくり企業や、福祉・介護分野における人材を育 

てます。 
   イ．市内の中小企業、地場産業、農林業における担い手づくりに取り組みます。 
   ウ．外国人市民がその能力を最大限に発揮し、地域における新たな担い手とし 

て定着できるよう、積極的な受け入れ体制の構築や共生支援を進めます。 
 
  ④いつもの暮らしを守る 
   ア．鉄道やコミュニティバス、予約型乗合タクシー、地域自主運行などによる 
     公共交通機関の利便性の向上と最適化に取り組みます。 
   イ．大規模な地震災害や、これまでに経験したことのない異常気象による水害・ 

土砂災害に備え、国土強靭化を進めるとともに、新たな感染症対策に取り 
          組みます。 
   ウ．多様な価値観、多様な生き方・働き方など「新しいライフスタイルの実現」 

に向けて、市民、企業等と共に取り組みます。 
 
  ⑤地域共生社会を築く 
   ア．介護や子育て、障がい、困窮など、制度の狭間で課題を抱える市民を誰一 

人取り残さない、持続可能で多様性と包摂性のある社会を実現します。 
   イ．人生１００年時代を見据えた健康寿命の延伸に取り組むとともに、女性や 
     高齢者、障がい者などの「全世代活躍」を推進します。 
   ウ．ＳＤＧｓの理念とともに、経済・社会・環境の調和を図ります。 
 

【用語解説】 
ソーシャル・ビジネス：地域社会の課題解決に向けて、住民、ＮＰＯ、企業など様々な主体が協力しながら、 
           ビジネスの手法を活用して取り組むこと。 
スマートシティ： ICT等の新技術を活用し、都市の抱える課題の解決に取り組む、持続可能な都市や地域のこと。 
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３．施策の体系（７つのチャレンジ＆２０分野の施策） 

７つのチャレンジ 番号 分野 施策 

１ 誰もが主役となり、持続

可能なまちとなる 

１ 市民自治 ①自治振興会活動の促進 

②市民活動ネットワークの促進 

２ 市民共生 ①人権教育、啓発の推進 

②多文化共生の推進 

③人権に関する相談、支援の充実 

３ 男女共同参画 ①男女共同参画社会づくりの推進 

４ シティセールス ①シティセールスの展開 

②広報力・情報発信の強化 

２ 人と文化を未来につな

ぐ 

５ 環境・資源・ 

エネルギー 

①自然環境の保護、活用 

②生活環境の保全 

③資源、エネルギーの有効活用の推進 

④廃棄物の適正処理 

６ 歴史・文化財・

景観 

①文化財等の調査と保護 

②文化財等の活用 

③景観の保全と創造 

７ 生涯学習・ 

文化・スポーツ 

①生涯学習環境の充実 

②文化、芸術の振興 

③スポーツの振興 

３ 住み慣れた地域での暮

らしを守る 

８ 地域福祉 ①長寿、生きがいづくり 

②障がい福祉の充実 

③地域共生社会の実現 

④セーフティネットの充実 

９ 保健・医療 ①健康寿命の延伸 

②疾病予防、早期対策の推進 

③地域医療体制の確保 

④保険制度の適正運用 

１０ 住まい・生活 ①良質な住宅資産の形成と活用 

②公営住宅の整備、維持管理 

③上下水道事業の健全運営 

④公園の整備、維持管理 

１１ 安全・防災 ①安全、安心対策の強化 

②地域防災体制、基盤の強化 

③消防体制、基盤の充実 

④治水、砂防の推進 
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７つのチャレンジ 番号 分野 施策 

４ 地域の「稼ぐ力」を

高める 

１２ 農林畜水産 ①農畜水産業の安定経営の確保 

②地域ブランドの展開 

③林業の振興 

④鳥獣害対策の推進 

１３ 商工観光 ①商業の振興 

②地場産業の振興 

③工業の振興 

④観光資源の活用と観光客の誘致 

１４ 活躍・雇用 ①起業、就労支援の促進 

②女性の活躍 

③ワーク・ライフ・バランスの推進 

１５ 道路・交通 ①広域幹線道路の活用促進 

②市道（幹線道路網）の整備 

③生活道路等の整備と維持管理 

④地域公共交通網の再編と利便性向上 

⑤鉄道利用環境の改善・整備 

１６ 都市形成 ①拠点を形成する市街地の整備 

②土地利用の誘導 

５ 結婚、出産、育児の

希望に応える 

１７ 子ども・子育て ①産前産後、乳幼児期の安心の確保 

②就学前教育、保育の充実 

③放課後の児童対策の充実 

④地域の子育て力の向上 

１８ 学校教育・青少年 ①学校教育の充実 

②教育環境の充実 

③青少年の健全育成 

６ 徹底的な行政改革に

よる持続可能な自治

体経営 

１９ 行財政 ①職員力の向上 

②行政サービスの効率化 

③公共資産マネジメント 

④持続可能な財政運営 

７ 市民、事業者等に寄

り添う、きめ細かな

新型コロナウイルス

感染症対策 

２０ 新型コロナウイ

ルス感染症対策 

①市民の生命、健康、安全の確保 

②地域経済の復興 
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４．チャレンジ目標

アフターコロナにおける「新しい豊かさ」によるまちづくり

社会の成熟化が進むなか、これまでのものやお金に依存する価値観はゆるやかに薄

れ、多様化しつつあります。そのようななか、新型コロナウイルス感染症による世界

的な危機は、社会・経済活動に大きなインパクトを与え、「いつもの暮らし」の大切

さを再認識することとなりました。

そして、少子高齢化、多国籍化、働き方の多様化が進むなか、社会を一面的に捉え

たこれまでの「仕組み」では、行政の根幹的な責務である「市民の生活を安定的に継

続させながら、生命・財産（経済活動）を守ること」の難しさも実感しました。

これからの４年間は、アフターコロナにおける「新しい価値観」「新しい生き方」「新

しい家族のあり方」を包摂した「新しい豊かさ」を、市民、地域コミュニティ、市民

活動団体、事業者等の皆さんと共に追求します。

新しい「いつもの暮らし」への挑戦です。オール甲賀で一緒に取り組みましょう。

１．自然と調和のとれたセンスのある景観づくり

２．「自分らしく」誇りと逞しさ養う次世代教育

３．アフターコロナを見据えた医療体制の充実

４．誰にも居場所がある支え合いの福祉

５．スマートシティ、スマート自治体による利便性の向上

６．時代を超えた歴史、文化、芸術に包まれた豊かな暮らし

７．ローカル経済による支え合いと安全な消費づくり

８．都市部とのアクセスメリットを活かした便利なゆっくり暮らし

９．若者層が挑戦できるまちづくり

１０．誰もが移動しやすい市内交通ネットワーク環境

これまで進めてきた２０分野の取組に

「新しい豊かさ」のエッセンス（切り口）を組み込みます。

新しい豊かさ × ２０分野６５施策
①自然との調和 ②景観 ③シビック・プライド ④次世代教育 ⑤医療の充実 ⑥みんなの居場所

⑦支え合いの福祉 ⑧歴史・文化・芸術
    のある暮らし

⑫地産地消⑪ローカル経済⑩スマート自治体⑨スマートシティ

⑬便利な田舎暮らし ⑭若者の挑戦 ⑯民間活力⑮交通ネットワーク ⑰帰郷（ＵＩＪターン） ⑱環境

「新しい豊かさ」を追求する視点
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５．３つのテーマ  
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 基本計画 

市民の力を結集！「オール甲賀」のまちづくり

未来像
あいこうか　いつもの暮らしに
「しあわせ」を感じるまち

都市構造
暮らしをつなぎ、地域を未来につなぐ
－多様性を活かしたネットワークづくり－

行政経営の方針
１.市民自治を追求する
２.成果主義を追求する
３.持続可能性を追求する

オール甲賀で未来につなぐ！
チャレンジプロジェクト

地域を１つの
経営体として捉え
「オール甲賀」で
地域づくりを
推進

行政

地域間連携 政策間連携 官民連携

市民

コミュニティ 民間
事業者

中小企業・農業者
金融機関など

自治振興会、区・自治会
市民活動団体など

「行政だけ」で
できることには
限界がある。

※「オール甲賀」とは …
産・官・学・金などの様々な分野や立場の方など、多くの皆さまに協力をいただき、
市民の活力を最大限に引き出すムーブメントのこと。

市民一人ひとりが
まちづくりの主役
－シビック・プライド－

財源

都市基盤

あるもの
活かし

歴史文化

子育て・教育 地域経済 福祉・介護

生業

あるもの
活かし
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６．分野別の施策

１．市民自治・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

２．市民共生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

３．男女共同参画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

４．シティセールス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

５．環境・資源・エネルギー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７ 

６．歴史・文化財・景観・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９ 

７．生涯学習・文化・スポーツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１ 

８．地域福祉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３ 

９．保健・医療・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 

１０．住まい・生活・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７ 

１１．安全・防災・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９ 

１２．農林畜水産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１ 

１３．商工観光・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３ 

１４．活躍・雇用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５ 

１５．道路・交通・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７ 

１６．都市形成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９ 

１７．子ども・子育て・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１ 

１８．学校教育・青少年・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３ 

１９．行財政・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５ 

２０．新型コロナウイルス感染症対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・４７ 

8 ページ



 基本計画 

関連条例・計画等
◇ 甲賀市まちづくり基本条例
◇ 第４次甲賀市行政改革大綱

  成 果 課 題

・市民活動の拠点として、まちづくり活動セ
　ンター「まるーむ」を整備しました。
・市民協働提案制度により、市民活動団体と
　行政との連携事業を展開しました。

市民自治1

・各地域に地域マネージャーを配置し、地域の
　実状に合わせた特色ある支援を進めました。
・市民参画・協働推進検討委員会において、
　自治振興会のあり方などを検討いただきまし
　た。

・区、自治会と自治振興会の役割分担の明確化
　や交付金制度の運用整理、施設の指定管理化
　等が必要です。
・地域住民の日常の困りごと（福祉）を地域全
　体で支えあう仕組みが必要です。

・市民活動のスキルアップや資金調達等を応援
　する中間支援組織の設置が必要です。
・ソーシャル・ビジネスの事例やノウハウの共有、
　スタートアップ等を応援する制度が必要です。

  成 果 課 題

①

②



基本計画  

  施策概要
地域の課題に向きあう自治振興会の活動に、市民がより参画
できるよう、多様な機会づくりを進めるとともに、区、自治
会との役割分担や交付金の有効活用など、既存制度の見直し
を進めます。また、これまでの小規模多機能自治の取組と、
地域の福祉活動との連携を強めることで、地域共生社会の
実現に向けた取組を強化します。

自治振興会活動の促進

市民活動ネットワークの促進

  施 策

  
施策概要

  

施

 

策

自治振興会活動に参加 している市民の割合【市民意識
調査】（%）

2022年
（令和４年）

202 1年
（令和３年）

2024年
（令和６年）

2023年
（令和５年）

－－ 54－

まちづくり活動センター「まるーむ」を拠点として、区、自
治会や自治振興会等の地縁型組織とＮＰＯ等のテーマ型組織
との連携、強化を図り、協働による取組をコーディネートし
ます。また、中間支援組織の設立を支援するなかで、市民活
動のスキルアップや資金調達、ソーシャル・ビジネス等に取
り組む地域、団体を応援します。

まちづくり活動センターが立ち上げから継続的に相談
・サポート等の支援をしている公益活動団体数

202 1年
（令和３年）

2022年
（令和４年）

2023年
（令和５年）

2024年
（令和６年）

5 73 9

■ 成果指標

■ 成果指標

 ■目標像

自治振興会の活動に多くの市民が参画し、地域のことを地域で決めている。
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基本計画

 

2 市民共生

関連条例・計画等
◇ 甲賀市まちづくり基本条例
◇ 甲賀市人権尊重のまちづくり条例
◇ 甲賀市人権に関する総合計画

◇ 甲賀市多文化共生推進計画
◇ 第２次甲賀市就労支援計画

  課 題

・インターネット上での差別書き込みやヘイ
　トスピーチ、感染症等、新たな人権問題へ
　の対応が求められています。
・市民ニーズに合わせた、人権尊重のまちづ
　くり懇談会への見直しが必要です。

  成 果

① ・個別の人権課題に限らず、多くの課題に
　包括的に取り組む「こうか市民共生ネッ
　トワーク」を構築しました
・新型コロナウイルス感染症に伴う人権侵害、
　風評被害への啓発を進めました

②
　初期指導教室を開設しま
・母語支援員を配置するとともに、日本語

した。
・ＳＮＳ等を活用した情報発信に努め、相

・外国人市民が「地域を支える生活者」とし
　て活躍できるよう支援が必要です。
・外部団体や市内企業と連携を図り、日本語
　習得などの支援が必要です。　談体制の充実を図りました。

③ ・人権に関する相談窓口の周知を図りました。
・市民の身近な相談先である人権擁護委員と
　連携し人権擁護活動を展開しています。

・ＬＧＢＴＱなど多様化する人権課題への
　対応が求められています。
・人権増段、男女の悩み事、ＤＶ、行政相談、
　消費生活相談などの市民相談に一元的に対応
　できる体制づくりが必要です。

  課 題

  課 題  成 果   課 題

  課 題  成 果   課 題

◇ 甲賀市企業同和・人権啓発基本方針
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基本計画 

2021年 2024年2023年
（令和５年） （令和６年）

2022年
人権に関する学習会に参加したことが （令和３年） （令和４年）

34 403836
ある人の割合（％）

  施策概要

新たな人権問題への対応を図りつつ、教育・啓発から実践
までを一体的に取り組むとともに、行政、人権教育推進協
議会等の関係団体及び市民活動団体との連携により人権文
化の醸成に努めます。また、地域や市民ニーズに合わせた
人権尊重のまちづくり懇談会のあり方を検討します。

■目標像

一人ひとりの命が大切にされ、自分のことも相手のことも受け入れる、
人権が尊重されるまちになっている。

人権教育、啓発の推進

  施 策

外国人市民の生活や就労の相談を受ける総合的な体制づくり
を進めるとともに、甲賀市国際交流協会や企業、学校、地域
との連携のもと、日本語習得や進学、就業等を支援します。
また、多様な市民交流の機会づくり等を進め、外国人市民の
幅広い地域参画や企業での活躍を促進します。

多文化共生の推進

多様化、複雑化する相談を一元的に受け止めるとともに、一
人ひとりに寄り添った支援ができる体制を構築します。また、
人権侵害を早期に発見し、確実に支援や救済につなげられる
よう職員・相談員の資質の向上に努めます。

人権に関する相談、支援の
充実

■成果指標

日本語学習機会の提供数（教室）
2021年

（令和３年）
2024年

（令和６年）
2023年

（令和５年）
2022年

（令和４年）

4 5 6 8

人権に関する相談件数（件数）
2021年

（令和３年）
2022年

（令和４年）
2023年

（令和５年）
2024年

（令和６年）

120 140 160 180

■成果指標

■成果指標

  施策概要  施 策

  施策概要  施 策
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 基本計画 

男女共同参画3

関連条例・計画等
◇ 第２次甲賀市男女共同参画計画（甲賀市女性活躍推進計画）
◇ 甲賀市配偶者等からの暴力の防止および被害者の保護に関する基本計画
◇ 甲賀市人材育成基本方針

・ジェンダーに基づく偏見や不平等の解消
　など、固定的な性別役割分担意識の解消
　が必要です。
・ＤＶや生活困窮、ハラスメントなど複合
　的課題に対応するため、地域・学校・企
　業など関係機関との連携強化が必要です。

  成 果   課 題

・平成３０年６月に「男女共同参画を推進
　する条例」を制定しました。
・女性活躍推進室を設置し、周知・啓発に
　取り組みました。

①

◇ 第３次甲賀市配偶者からの暴力の防止および被害者の保護等に関する基本計画
◇ 甲賀市男女参画を推進する条例
◇甲賀市人権尊重のまちづくり条例
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基本計画

 

女性代表または副代表のいる自治会の割合（％）
2021年

（令和３年）
2022年

（令和４年）
2023年

（令和５年）
2024年

（令和６年）

6.8 7.8 8.8 9.8

  施策概要
家ジェンダー平等の実現に向けて、性別にとらわれず、誰も
が個性と能力を発揮できる社会の必要性や、ドメスティック
・バイオレンスの防止など、家庭、地域、職場、学校におけ
る意識啓発や学習機会の提供に取り組みます。また、多様な
課題を抱える市民の相談に対応するため、庁内及び関係機関
との連携体制を強化します。

■目標像

すべての人が性別にとらわれることなく、自らの意思でチャレンジや
活躍ができ、それが認められている。

男女共同参画社会づくりの
推進

  施 策

■成果指標
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 基本計画 

シティセールス４

・タウンミーティングや市長座談会等に
　よる市民との対話や、市民意識調査な
　ど広聴機能を充実しました。
・広報紙の音訳や、ホームページのアク
　セシビリティ評価の向上に努めました。

・障がい者や外国人、区・自治会等に属さ
　ない方、行政への関心が少ない方への情
　報発信について検討が必要です。
・タイムリーかつ効率的に情報を届けるため、
　新しい情報発信のあり方を検討する必要が
　あります。

・若者の活躍や交流を進めるため、ＵＩＪ
　ターン等による移住・定住施策の強化が
　必要です。
・行政と大学・企業との連携をさらに進め、
　市民、市内企業へのメリットにつなげる
　必要があります。

  成 果   課 題

  成 果   課 題

・ふるさと納税寄付金額は200万円から1億
　5千万円となりました。
・トップセールスによる日本遺産の認定、
　立命館大学との包括連携協定、東京オリ・
　パラのホストタウン認定などに取り組み
　ました。

①

②
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  施策概要
行政と企業、大学等との連携をさらに進めるとともに、ふる
さと納税制度等を活用し、市内外に「まちの魅力」を売り込
みます。また、若者等の社会参画や活躍、交流による「関係
人口の創出」に取り組むとともに、本市の「住みやすさ」
「しごと」「子育て支援」等の情報を総合的に発信すること
で「移住・定住」の取組へとつなげます。

 

基本計画

 

シティセールスの展開

広報力・情報発信の強化

  施 策

ふるさと納税寄付金額（百万円）
2022年

（令和４年）
2021年

（令和３年）
2024年

（令和６年）
2023年

（令和５年）

400400 400 400

情報基盤やＩＣＴ等の多様な情報媒体を活用、整理し、本市
の魅力をわかりやすく、タイムリーに市内外に広く行きわた
るよう広報活動を推進します。また、必要な人に必要な情報
をわかりやすく届けるプッシュ型の情報提供に取り組むとと
もに、緊急時の情報提供体制を再構築します。

■目標像

甲賀市の魅力が情報発信され、「ひと」「もの」「カネ」「情報」等を
呼び込み、地域が活性化している。

ホームページ（総ページ）のアクセス数（回）
2022年

（令和４年）
2021年

（令和３年）
2023年

（令和５年）
2024年

（令和６年）

3,275,0003,200,000 3,225,000 3,250,000

■成果指標

■成果指標

  施策概要  施 策



 基本計画 

環境・資源・
エネルギー５

関連条例・計画等
◇ 第２次甲賀市環境基本計画
◇ 甲賀市一般廃棄物処理基本計画

◇ 甲賀市森林整備計画

◇ 甲賀市文化財保護基本方針

◇ 甲賀市環境基本条例
◇ 甲賀市一般廃棄物処理業等合理化事業計画

・市内の160社と環境保全協定を締結し、
　騒音、振動、悪臭、大気、水質を調査
　するとともに、環境概要を公表しました。

・生ごみたい肥化システムの参加世帯は
　8,926世帯(H27)から9,110世帯(R1)へ増加
　しました。
・食品ロスの削減と生活困窮者の支援のため、
　連携体制を構築しました。

・クリーンセンター滋賀の安全性を将来に
　わたり確保する必要があります。
・地域の美化意識を高めるため、環境美化
　条例の検討が求められています。

・廃プラ等の合理的な分別収集運搬の方法を
　研究するとともに、高齢者、障がい者等の
　ゴミ出しが困難な市民のための対策を検討
　しなければなりません。

・経済、社会、環境の調和によるＳＤＧｓの
　目標に向けて、市民、企業、行政が共に取
　組む必要があります。
・都市農村交流による効果を高めるため、民泊、
　農泊など経済波及効果の高い取組が期待され
　ています。

・多様な再生可能エネルギーの導入による
「エネルギーの地産地消」の取組を進める
　必要があります。
・二酸化炭素排出量の削減に取り組む必要が
　あります。

  成 果   課 題

  成 果   課 題

  成 果   課 題

  成 果   課 題

・都市農村交流プログラムの見直しを進める
　とともに、近隣自治体との広域連携による
　中学生交流に取り組んでいます。
・安全、安心にで自然体験活動ができるよう、
　リーダー育成や体験の機会づくりを進めて
　います。

・代表的な再生可能エネルギーである太陽光
　発電の発電量は、県内市町で最も多くなっ
　ています。
・区・自治会による発電施設の導入を支援し
　ています。

①

③

②

④

◇ 第３次甲賀市地球温暖化対策実行計画
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  施策概要
経済、社会、環境の調和に向けて、市民、企業、行政の連携
を進めるとともに、絶滅危惧種等のリストの更新や、公共水
域等の水質調査、開発等に係る環境影響評価等により、適切
な規制誘導を行います。また、自然体験や環境学習等の魅力
あるプログラムを提供するとともに、都市農村交流をより効
果的な取組へと展開させます。

 

基本計画

 

自然環境の保護、活用

資源、エネルギーの有効活用
の推進

生活環境の保全

廃棄物の適正処理

  施 策

環境学習等に参加した市民の数（人）
2022年

（令和４年）
2023年

（令和５年）
2024年

（令和６年）
2021年

（令和３年）

5,0004,750 4,8754,500

近隣の生活環境における課題を地域と共に協力して解消する
取組を進めるとともに、地域の環境美化を促進するための仕
組みづくりを進めます。また、環境に配慮した日常生活や事
業活動ができるよう、環境教育及び学習、普及啓発を推進し
ます。

脱炭素社会の実現に向けて、木質バイオマス等の再生可能エ
ネルギーが、日常生活や事業活動のなかで導入されるよう支
援します。また、自然環境や景観との調和、防災上の不安な
どに配慮したうえで、太陽光発電などの自然エネルギーの地
産地消を進めます。

本市独自のシステムによる生ごみ堆肥化事業の効果を広く市
民に周知することで、参加世帯の拡大を進めるとともに、ご
みの減量化と適切な費用対効果を確保した資源化を促進しま
す。また、地域との協力によるごみ出し支援制度の仕組みを
構築するとともに、食品ロスの削減に取り組みます。

■目標像

自然に学び、自然を活かし、自然と共に暮らしている。

生活排水処理率（％）

2021年
（令和３年）

2024年
（令和６年）

2023年
（令和５年）

2022年
（令和４年）

90.588.3 89.4 91.8

温室効果ガスの排出量（千t-CO2）
2023年

（令和５年）
2021年

（令和３年）
2022年

（令和４年）
2024年

（令和６年）

822.5 794.1 737.3765.7

リサイクル率（資源化量）（％）
2023年

（令和５年）
2021年

（令和３年）
2022年

（令和４年）
2024年

（令和６年）

23.423.2 23.722.9

■成果指標

■成果指標

■成果指標

■成果指標

  施策概要  施 策

  施策概要  施 策

  施策概要  施 策




