
尼崎版総合戦略 

－持続可能なまちづくりに向けて－ 

（検討におけるたたき台） 

平成 27年 10月 

尼崎市

現段階での総合戦略のイメージとなります。 

今後、有識者意見交換会における意見や、施策評価における評価結果など

を踏まえ、総合戦略ＰＴにおいて９月までに素案を作成し、パブリックコメ

ント、創生本部等を経て、10月中を目途に内容を確定していきます。 
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序 章 地方創生に向けて 

１．地方創生に向けた国の動き 

（１）人口減少社会の到来 

我が国においては、2008年に始まった人口減少が今後加速度的に進むと見込

まれており、2014年５月に民間の有識者組織である「日本創成会議」が公表し

た推計では、2040 年には現在の約半数にあたる 896 の自治体が人口減少によ

り消滅する可能性があると公表され大きな反響を呼びました。 

これを受け、国においては、このままでは2060年には8,647万人になると

推計される人口減少に歯止めをかけ、１億人程度の安定した人口構造を確保し、

将来にわたって活力ある日本社会を維持することを目指すため、2014年９月に

「地方創生担当大臣」を新設するとともに、「まち・ひと・しごと創生本部」を

立ち上げ、人口減少克服に向けた取組の検討を開始しました。 

（２）活力ある日本社会の維持を目指して 

 人口減少の要因として、大都市における超低出生率に加え、地方においても都

市への人口流出・低出生率であることがあげられます。人口減少を克服し、活力

ある日本社会を維持するためには、地域に元気を取り戻し、東京一極集中を是正

する「地方創生」を実現するとともに、若い世代の結婚・子育ての希望を実現す

ることとし、2014 年 12 月に、地

方創生に関する2019年までの方針

や具体的施策からなる「まち・ひと・

しごと創生総合戦略（以下、国の総合

戦略）」と、50年後の展望を示す「ま

ち・ひと・しごと長期ビジョン（以下、

国の長期ビジョン）」を策定しました。 

尼崎版総合戦略
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２．国の総合戦略の概要 

 （１）基本的な考え方 

   ① 人口減少と地域経済縮小の克服 

「人口減少が地域経済の縮小を呼び、地域経済の縮小が人口減少を加速さ

せる」といった負のスパイラルからの脱却 

・ 「東京一極集中」の是正 

・ 若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現 

・ 地域特性に即した地域課題の解決 

② まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立 

「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込む好循環を確

立するとともにその好循環を支える「まち」に活力を取り戻す。 

  （２）まち・ひと・しごとの創生に向けた政策５原則 

① 自立性 

 構造的な問題に対処し、地方公共団体等の自立につながる取組を支援する。 

② 将来性 

地方が自主的かつ主体的に、夢を持って前向きに取り組むことを支援する。 

③ 地域性 

各地域の実態に合った施策を、受け手側の視点にたって支援する。 

④ 直接性 

最大限の成果をあげるため、直接的に支援する施策を集中して実施する。 

⑤ 結果重視   

具体的な数値目標を設定し、効果検証と改善を実施する（ＰＤＣＡの実施）。 

  （３）政策の基本目標 

   ＜基本目標①＞地方における安定した雇用を創出する 

     ⇒ 2020年までの５年間で地方に30万人分の若者向け雇用を創出する。 

＜基本目標②＞地方への新しい人の流れをつくる 

     ⇒ 2020 年に東京から地方への転出を４万人増、地方からの東京圏への転入

を６万人減少させ、東京圏と地方の転出入を均衡させる。 

 ＜基本目標③＞若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

     ⇒ 2020年に結婚希望実績指標を80％、夫婦子ども数予定実績指標を95％

に向上させる 

＜基本目標④＞時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と

地域を連携する 

     ⇒ 「小さな拠点」の整備や「地域連携」を推進する。   

尼崎版総合戦略 尼崎版総合戦略 尼崎版総合戦略 尼崎版総合戦略 
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３．地方版総合戦略の策定 

 （１）国と地方の一体となった取組の実施 

まち・ひと・しごと創生については、国と地方が一体となり、中長期的視点に

立って取り組む必要があることから、各地方公共団体においても、国の長期ビジ

ョン及び国の総合戦略を勘案しつつ、当該地方公共団体における人口の現状と将

来展望を提示する地方人口ビジョンを策定し、これを踏まえて、今後５か年の目

標や施策の基本的方向、具体的な施策をまとめた「地方版総合戦略」を策定する

よう努力目標が示され、地方自らが考え、責任を持って総合戦略を推進していく

際には、財政面を含めさまざまな支援を行うこととしています。 

（２）尼崎版総合戦略の策定 

 すでに、「尼崎市総合計画」において、人口減少を前提としながら、都市の体質

転換に取り組んでいる本市においては、この度の国の動きをチャンスと捉え、「尼

崎人口ビジョン（以下、「人口ビジョン」）」と「尼崎市総合計画（以下、「総合計

画」を踏まえつつ、尼崎の実情に応じた今後５か年（平成27～31年度）の施策

の基本的方向や具体施策を示していく「尼崎版総合戦略（以下、「総合戦略」）」を

ここに策定します。 

尼崎版総合戦略
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第Ⅰ章 総合戦略の策定に向けて 

１．総合計画と総合戦略の関係

本市は、平成25年度から「ひと咲き まち咲き あまがさき」をキャッチフレーズ

とする「尼崎市総合計画」や、行財政改革「あまがさき『未来へつなぐ』プロジェク

ト」を策定し、都市の体質転換に向けた取組を進めています。 

「尼崎市総合計画」（計画期間：平成25～34年度）においては、すでに人口減少社

会を見据えたうえで、「持続可能なまちづくり」を実現するために、目指すべきまちの

姿として「４つのありたいまち」を掲げ、前期計画（計画期間：平成25～29年度）

において、そのありたいまちの実現に向けた主要取組項目や、施策を２０に分類し、

それぞれの分野ごとに市民や事業者、行政などの各主体が取り組んでいくことなどを

定めています。 

この総合計画の基本的な考え方は、国が策定を求めている地方版まち・ひと・しご

と創生総合戦略と同じ方向を向いていることから、「尼崎版総合戦略」は、総合計画を

基本とし、まち・ひと・しごとの施策に特化したアクションプランとして位置づけま

す。 

 （参考） 

【総合計画に掲げる４つのありたいまち】 

尼崎版総合戦略 
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【総合計画に示す４つのありたいまちの実現に向けた主要取組項目】

【主要取組項目①】人の育ちと活動を支援する 

 ●地域ぐるみでこどもの育ちを支え、生きる力や学力の向上を図る 

 ●市民の力を地域での活動につなぎ、地域コミュニティの活性化を支援する 

【主要取組項目②】市民の健康と就労を支援する 

 ●生涯を通していきいきと社会に参画できるよう、健康を支援する 

 ●社会とつながりを保ち、安定した生活を送れるよう、就労や自立を支援する 

【主要取組項目③】産業活力とまちの魅力を高める 

 ●社会や地域における新たなニーズに応え、雇用創出にもつながる事業活動を支援し、地域

内の経済循環を図る 

 ●「まちの魅力」の再発見・創出と、戦略的な情報の構築・発信により尼崎の魅力を高める 

【主要取組項目④】まちの持続可能性を高める 

 ●よりよい住環境の創出に向けた取組を促進する 

 ●公共施設の再配置と機能向上を図り、市民活動や災害時の拠点として持続的に活用する 

２．取組体制とＰＤＣＡの整備（施策評価を活用した成果の検証）

本市は、総合計画において、「ありたいまち」の実現に向け計画を推進していくため

に、社会情勢や市民意識等を踏まえ施策の展開状況を絶えずチェックしていくことと

しており、平成26年度（25年度決算）より市民意識や目標指標の達成度合いを把握

し、その取組の効果や課題、進捗度などを点検・確認する「施策評価（決算評価）」を

実施しています。 

その方向性について総合計画を基に策定した総合戦略の推進においても、その施策

評価を活用しながら、目標指標の達成状況などから客観的に評価し、その評価結果を

次年度以降の予算編成や総合戦略の見直しに反映させていく「ＰＤＣＡサイクル」を

実施することで、より効果的・効率的な施策の推進を図っていくものとします。 

なお、「総合戦略」の策定においては、庁内における検討体制に加え、外部有識者に

よる意見交換会やパブリックコメントの実施による市民からの意見聴取も実施してお

り、その評価体制についても、総合戦略や総合計画策定時に関わっていただいた外部

有識者の活用などを含め、平成28年度の評価実施に向け、施策評価とあわせてその手

法について引き続き検討をすすめます。 

尼崎総合戦略 
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第Ⅱ章 尼崎版総合戦略 

１．持続可能なまちづくりに向けて ―課題解決先進都市へー 

持続可能なまちづくりに向けて

－「課題先進都市」から「課題『解決』先進都市へ」－

全国の人口は、200８年（平成 20 年）から減少に転じ、今後も、未婚化、晩婚

化等の背景から大幅な出生数の増加が見込みにくい反面、いわゆる「団塊の世代」

が高齢期に入ることで高齢者が増加するとともに、死亡数の増加が見込まれること

から、人口の減少傾向は続くと考えられます。 

本市の人口については、産業都市として発展してきた歴史のなかで、高度経済成

長期の人口流入によって人口が急速に増加し、1971 年（昭和 46 年）にそのピー

クを迎えましたが、その後は一貫して減少傾向が続いています。その間の大きな傾

向を見てみると、社会減少の幅が縮小する一方、出生数の減少と死亡数の増加によ

り2009年（平成 21年）以降は自然増減についても減少局面に入っており、今後

もこの傾向が続くと見込まれます。 

こうしたことから、まちの持続可能性を高め、まちの活力の維持・向上を図って

いく観点から、人口の総数の増減だけに着目するのではなく、その年齢構成にも着

目し、「ファミリー世帯を中心とした現役世代の定住・転入」を促進していくことと、

交流・活動人口にも注目していくこと、あわせて高齢者が尊厳を保ち、安心して多

様な暮らし方を選択できる地域社会の実現に向けて、市民の「健康長寿を実現する」

ための予防的措置の実施がかかせません。 

また、本市で安心して、子どもを産み・育て、そして生涯をすごして行くために

は、「地域経済の振興による市内経済の循環」をさせることで、市民の生活基盤をし

っかりと支えていく必要があります。 

総合戦略では、この基本的な考え方をもとに、今後５か年（平成26年度～31年

度）における尼崎創生に向けた取組を６つの柱（分野）ごとに、戦略パッケージと

して示し、その推進を図ることで、本市が他都市に先んじて直面している都市部で

の人口減少や高齢化、公共施設の老朽化といった様々な課題に対し、先んじて解決

を図る「課題『解決』先進都市」となることを目指します。 

尼崎版総合戦略 
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２．総合戦略における基本的な考え方 

（１）ファミリー世帯を中心とした現役世代の定住・転入を促進する 

本市の人口減少傾向の特徴のひとつとして、就学前の子どものいる世帯の市外転

出が、市外からの転入を上回っています。活力あるまちづくりには、子どもたちの

元気な笑い声が欠かせません。本市では総合計画においても「子育てファミリー世

帯を中心とした現役世代の定住・転入の促進」を掲げており、引き続き都市イメー

ジや学力の向上、環境改善など総合的な取組を実施していく必要があります。 

（２）地域経済の振興による市内経済の循環を目指す

産業都市として発展し、産業資源の豊富な本市において、地域における活発な

産業活動は、雇用を創出し、市民所得を向上させるなど、まちの活力を高める重

要な要素です。時代の変化に即した企業・起業の支援や、高齢化や生活様式の多

様化等により高まっている地域課題に取り組むソーシャルビジネスの振興など、

より効果的・効率的な手法を検討しながら取り組みを推進する必要があります。 

（３）他都市に先駆け超高齢社会を迎えるまちでの健康長寿を実現する 

他都市と比較的して要介護認定率が高く、高齢者の単身世帯が多い傾向にある

本市において、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を送れる

よう、介護予防の取組を推進します。市民の健康寿命が延びることで元気な市民

が増えることは、介護保険等の社会保障制度の安定的な運営に資することに加え、

住民福祉の支え手や地域活動の担い手を増やすことにもつながります。 

（参考）持続可能なまちづくりに向けた基本的な考え方 

持続可能なまちづくりに向けて 

―課題解決先進都市へー 

(3)他都市に先駆け超高齢社会を迎えるまちで

の健康長寿の実現 

(1)ファミリー世帯を中心とした現役世代の定

住・転入を促進 

(2)地域経済の振興による市内経済の循環 

尼崎版総合戦略
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３．総合戦略を支える6つの柱 

（１）総合戦略を支える６つの柱 

    持続可能なまちづくりに向けた総合戦略の策定にあたり、３つの基本的な考え

方にもとづき、総合戦略を実現するための６つの柱を設定しました。 

  ① 子ども・子育て支援の充実 

●地域ぐるみで子どもの育ちを支え、生きる力や学力の向上を図る。

 ② 学校教育・社会教育と人材育成 

●地域ぐるみで子どもの育ちを支え、生きる力や学力の向上を図る。 

●市民の力を地域での活動につなぎ、地域コミュニティの活性化を支援する。

●社会とつながりを保ち、安定した生活を送れるよう、就労や自立を支援する。

    ③ 仕事の創出・就労と所得水準の向上 

●社会とつながりを保ち、安定した生活を送れるよう、就労や自立を支援する。 

●社会や地域における新たなニーズに応え、雇用創出にもつながる事業活動を

支援し、地域内の経済循環を図る。 

   ④ 超高齢社会への対応 

●生涯を通していきいきと社会に参画できるよう、健康を支援する。

   ⑤ シビック・プライドの醸成 

●市民の力を地域での活動につなぎ、地域コミュニティの活性化を支援する。 

●「まちの魅力」の再発見・創出と、戦略的な情報の構築・発信により尼崎の

魅力を高める。 

⑥ 土地利用と公共施設の見直し 

●よりよい住環境の創出に向けた取組を促進する。 

●公共施設の再配置と機能向上を図り、市民活動や災害時の拠点として持続的

に活用する。 

（参考）基本的な考え方と６つの柱の関係 

(3)他都市に先駆け超高齢社会を迎えるまちで

の健康長寿の実現 

(1)ファミリー世帯を中心とした現役世代の定

住・転入を促進 

(2)地域経済の振興による市内経済の循環 

①子ども・子育て支援の充実 

②学校・社会教育と人材育成 

③仕事の創出・就労と所得水準の向上 

④超高齢社会への対応 

⑥土地利用と公共施設の見直し 

⑤シビック・プライドの醸成 

尼崎版総合戦略 

9



（２）総合計画との関係

総合戦略を支える６本の柱と総合計画における施策の関係は以下の通りです。 

尼崎版総合戦略 総合計画における施策 

①子ども・子育て支援の充実 

【施策４】子ども・子育て支援 

【施策９】生活支援 

【施策11】地域保健 

②学校教育・社会教育と人材育成 

【施策１】地域コミュニティ 

【施策２】生涯学習 

【施策３】学校教育 

【施策９】生活支援 

【施策14】就労支援 

【施策15】地域経済の活性化 

③仕事の創出・就労と所得水準の向上 

【施策９】生活支援 

【施策14】就労支援 

【施策15】地域経済の活性化 

④超高齢社会への対応 

【施策２】生涯学習 

【施策６】地域福祉 

【施策７】高齢者支援 

【施策10】医療保険・年金 

【施策11】地域保健 

⑤シビック・プライドの醸成 

【施策12】消防・防災 

【施策13】生活安全 

【施策16】文化・交流 

【施策17】地域の歴史 

【施策19】住環境 

⑥土地利用と公共施設の見直し 
【施策19】住環境 

【施策20】都市基盤 

（３）成果を重視した数値目標の設定  

尼崎の創生に向けた今後５か年の取組を、総合戦略を支える６つの柱それぞれ

に検証可能な基本目標を設定し、それに基づいた施策を「総合戦略政策パッケー

ジ」として示します。個々の政策についても重要業績評価指標を設定することで、

その進捗状況について検証し、より効果的・効率的な施策の推進を図っていくた

めです。その数値目標は以下の通りです。 

     ① 子ども・子育て支援の充実 

構ずべき施策に関する基本的方向 

【地域ぐるみでこどもの育ちを支え、生きる力や学力の向上を図る】 

子育てファミリー世帯の転出超過傾向や、ひとり親世帯の増加傾向等が見られ

るなか、学校、家庭、地域、行政が連携すること等によって、人と人のつながり

のある暖かい地域コミュニティのなかで子どもが育つことは、保護者にとって安

心であるだけでなく、未来を担う子どもがより社会性豊かに成長することや、地

尼崎版総合戦略 
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域への愛着をはぐくむことにもつながります。

基本目標 基準値（Ｈ26） 目標値（Ｈ30） 

身近に子育ての悩みや不安を相談できると

感じる市民の割合 
●％ ●％ 

② 学校・社会教育と人材育成 

構ずべき施策に関する基本的方向 

【地域ぐるみでこどもの育ちを支え、生きる力や学力の向上を図る】 

生きる力をはぐくむ上で学力は重要な要素です。尼崎の子どもたちの学力は向

上してきていますが、市民意識調査での学力向上に対するニーズは依然として高

いという結果が見られます。学習意欲の向上と確かな学力の定着を図ることは、

子どもたちの将来を支える基礎となるものであり、ひいては、保護者等の安心や

子育てファミリー世帯の定住・転入によるまちの活性化にもつながるものです。 

【市民の力を地域での活動につなぎ、地域コミュニティの活性化を支援する】 

高齢化の進行や単身世帯の増加等が見込まれるなか、市民のまちづくりに役立

つ能力の養成・向上を支援すること等によって、多様なまちづくりの担い手が育

つこと、また、主体的に活動し、活躍できる開かれた地域コミュニティが形成さ

れることは、あらゆる世代の意欲向上や生きがいを生み出すものであり、地域福

祉の充実にも寄与するとともに、日常の地域でのつながりを強くすることは、防

犯や防災、減災など、非常時の対応力を高めることにもなります。 

【社会とつながりを保ち、安定した生活を送れるよう、就労や自立を支援する】 

若年層を中心に失業率が高いなか、尼崎の産業資源を活かし、子どもや若年者

が職業観を持つ機会を提供することや、雇用ニーズを考慮した職業意識の啓発・

能力向上の支援、人材と企業のマッチング等により就労をサポートすることは、

市民生活の安定、質の向上に重要な要素です。 

また、生活保護率が上昇傾向にあるなか、やむを得ず就労に至っていない人に

対しても、ボランティア活動等を含めて何らかの形で社会にかかわる機会を提供

することは、社会からの孤立を防ぐことや就労意欲を喚起することにもつながり

ます。 

基本目標 基準値（Ｈ26） 目標値（Ｈ30） 

地域活動の中で、生涯学習の成果が活かせて

いると感じる市民の割合 
●％ ●％ 

尼崎版総合戦略 
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③ 仕事の創出・就労と所得水準の向上 

構ずべき施策に関する基本的方向 

【社会とつながりを保ち、安定した生活を送れるよう、就労や自立を支援する】 

若年層を中心に失業率が高いなか、尼崎の産業資源を活かし、子どもや若年者

が職業観を持つ機会を提供することや、雇用ニーズを考慮した職業意識の啓発・

能力向上の支援、人材と企業のマッチング等により就労をサポートすることは、

市民生活の安定、質の向上に重要な要素です。 

また、生活保護率が上昇傾向にあるなか、やむを得ず就労に至っていない人に

対しても、ボランティア活動等を含めて何らかの形で社会にかかわる機会を提供

することは、社会からの孤立を防ぐことや就労意欲を喚起することにもつながり

ます。 

【社会や地域における新たなニーズに応え、雇用創出にもつながる事業活動

を支援し、地域内の経済循環を図る】 

産業都市として発展し、産業資源の豊富な本市において、地域における活発な

産業活動は、雇用を創出し、市民所得を向上させるなど、まちを元気にする重要

な要素です。 

尼崎市では、産業構造の変化や経済活動のグローバル化に対応し、新たなニー

ズに応える付加価値の高い産業や環境負荷の低減に資する産業等が発展する素

地があります。 

環境やエネルギーについて市民生活や地域レベルでの取組に関心が高まって

くるなか、また、高齢化や生活様式の多様化等により生活関連サービス等の地域

でのニーズが高まってくるなか、このようなテーマに対応する事業活動が活発化

し、さらには社会的企業の活動や起業が生まれることは、地域での経済循環の促

進に寄与するものです。

基本目標 基準値（Ｈ26） 目標値（Ｈ30） 

市内製造業の製造品出荷額の全国に占める

割合 
●％ ●％ 

④ 超高齢社会への対応 

構ずべき施策に関する基本的方向 

【生涯を通していきいきと社会に参画できるよう、健康を支援する】 

要介護認定率や社会保障費に占める医療費の割合が高いなどの状況が見られ

るなか、生活習慣の改善を啓発すること等によって病気の予防に取り組み、社会

参画を阻害する要因を早期に排除するとともに、健康に関する意識の高揚を図る

尼崎版総合戦略
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ことは、市民生活の質の向上に大きく寄与するものです。 

これらのことは、高齢化の進行により人口の年齢構成のバランスが変わってい

くなかで、住民福祉の支え手を増やすことにもつながり、全体として市民生活の

安定化につながるものです。 

基本目標 基準値（Ｈ26） 目標値（Ｈ30） 

自分が健康であると感じている市民の割合 ●％ ●％ 

⑤ シビックプライドの醸成 

構ずべき施策に関する基本的方向 

【市民の力を地域での活動につなぎ、地域コミュニティの活性化を支援する】 

高齢化の進行や単身世帯の増加等が見込まれるなか、市民のまちづくりに役立

つ能力の養成・向上を支援すること等によって、多様なまちづくりの担い手が育

つこと、また、主体的に活動し、活躍できる開かれた地域コミュニティが形成さ

れることは、あらゆる世代の意欲向上や生きがいを生み出すものであり、地域福

祉の充実にも寄与するものです。 

さらに、日常の地域でのつながりを強くすることは、防犯や防災、減災など、

非常時の対応力を高めることにもなります。 

【「まちの魅力」の再発見・創出と、戦略的な情報の構築・発信により尼崎の魅

力を高める】 

人口の社会減少、特に、子育てファミリー世帯の転出超過傾向が見られるなか、

すでにある地域資源や行政が持つ資源を洗い出し、その価値を高めるとともに、

地域の魅力向上につながる情報へと編集すること、さらに情報の属性にあわせて

ターゲットを絞って市内外へ効果的に発信することは、尼崎市の魅力を高める重

要なテーマです。このようなシティプロモーションの取組により、尼崎に住み続

けたい、住んでみたい、訪れたいと思う人が増えることは、まちの活気につなが

るものです。 

基本目標 基準値（Ｈ26） 目標値（Ｈ30） 

尼崎市のイメージがよくなったと回答した

市民の割合 
●％ ●％ 

尼崎版総合戦略 
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⑥ 土地利用と公共施設の見直し 

構ずべき施策に関する基本的方向 

【よりよい住環境の創出に向けた取組を促進する】 

市民の活発な活動と、事業者、行政の取組により、尼崎市の環境は大きく改善

されてきました。現在も、身近な環境の改善に向けた協働によるさまざまな取組

が見られます。一方で、このような成果や取組が十分に知られていない面があり

ます。市民自らが、身近な地域の環境や景観等に意識を持ち、良好な住環境をつ

くっていくこと、また、行政としてそのような取組が進むような支援をしていく

ことは、よりよいまちを未来に引き継ぐことにつながります。 

また、良好な住環境の形成は、子育てファミリー世帯を中心とした現役世代の

定住・転入の促進につながる重要な要素です。このような、人口の年齢構成のバ

ランスを重視した取組を進めることは、まちの活力の向上とともに、住民福祉の

支え手を増やすことにもつながり、まちの持続可能性を高めるものです。 

【公共施設の再配置と機能向上を図り、市民活動や災害時の拠点として持続的

に活用する】 

人口減少下にあるとともに、行政が持つ財源等が限られるなかで、公共施設の

再配置と維持管理コストの最適化を図るとともに、機能や利便性の向上を図るこ

とで、市民活動をサポートし続けられる持続可能な状況をつくっていくことは、

未来に向けて大変重要なことです。また、公共施設の再配置にあわせて、耐震化

等を図ることは、災害への対応力を高め、まちの持続可能性を高めることにもな

ります。

基本目標 基準値（Ｈ26） 目標値（Ｈ30） 

現在の住環境は快適で暮らしやすいと感じ

ている市民の割合 
●％ ●％ 

尼崎版総合戦略 
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総合戦略政策パッケージ（国）
（１）地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする
   （ア）地域経済雇用戦略の企画・実施体制の整備
      ① 地域特性や課題を抽出する「地域経済分析システム」の開発
      ② 地域の産学官金労が連携した総合戦略推進組織の整備
      ③ 地域を支えるサービス事業主体の在り方の検討・制度整備
   （イ）地域産業の競争力強化（業種横断的取組）
      ① 包括的創業支援
      ② 地域を担う中核企業支援
      ③ 新事業・新産業と雇用を生み出す地域イノベーションの推進
      ④ 外国企業の地方への対内直接投資の促進
      ⑤ 産業・金融一体となった総合支援体制の整備
      ⑥ 事業継承の円滑化、事業再生、経営改善支援等
   （ウ）地域産業の競争力強化（分野別取組）
      ① サービス産業の活性化・付加価値向上
      ② 農林水産業の成長産業化
      ③ 観光地域づくり、ローカル版クールジャパンの推進
      ④ 地域の歴史・町並み・文化・芸術・スポーツ等による地域活性化
      ⑤ 分散型エネルギーの推進
   （エ）地方への人材還流、地方での人材育成、地方の雇用対策
      ① 若者人材等の還流及び育成・定着支援
      ② 「プロフェッショナル人材」の地方還流
      ③ 地域における女性の活躍推進
      ④ 新規就農・就業者への総合的支援
      ⑤ 大学・高等専門学校・専修学校等における地域ニーズに対応した人材育成支援
      ⑥ 若者、高齢者、障害者が活躍できる社会の実現
   （オ）ICT等の利活用による地域の活性化
      ① ICTの利活用による地域の活性化
      ② 異常気象や気象変動に関するデータの利活用の促進

（２）地方への新しいひとの流れをつくる
    （ア）地方移住の推進
      ① 地方移住希望者への支援体制
      ② 地方居住の本格推進
      ③ 「日本版CCRC」の検討
      ④ 「地域おこし協力隊」と「田舎で働き隊」の統合拡充
    （イ）企業の地方拠点強化、企業等における地方採用・就労の拡大
      ① 企業の地方拠点強化等
      ② 政府関係機関の地方移転
      ③ 遠隔勤務
    （ウ）地方大学等の活性化
      ① 「地方大学等創生５か年戦略」

（３）若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
   （ア）若い世代の経済的安定
      ① 若者雇用対策の推進、「正社員実現加速プロジェクト」の推進
      ② 「少子化社会対策大綱」と連携した結婚・妊娠・出産・子育ての各段階に対応した総合的な少子化対策の推進
   （イ）妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援
      ① 「子育て世代包括支援センター」の整備、周産期医療の確保等
   （ウ）子ども・子育て支援の充実
      ① 子ども・子育て支援の充実
   （エ）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現（「働き方改革」）
      ① 長時間労働の見直し、転勤の実態調査等
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総合戦略政策パッケージ
（４）時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する
   （ア）中山間地域等における「小さな拠点」（多世代交流・多機能型）の形成
      ①   「小さな拠点」（多世代交流・多機能型拠点）の形成 
      ② 公立小・中学校の適正規模化、小規模校の活性化、休校した学校の再開支援
   （イ）地方都市における経済・生活圏の形成
      ① 都市のコンパクト化と周辺等の交通ネットワーク形成
      ② 地方都市の拠点となる中心市街地等の活性化を強力に後押しする包括的政策パッケージの策定
   （ウ）大都市圏における安心な暮らしの確保
      ① 大都市圏における医療・介護問題への対応
      ② 大都市近郊の公的賃貸住宅団地の再生、福祉拠点化
   （エ）人口減少等を踏まえた既存ストックのマネジメント強化
      ① 公共施設・公的不動産の利活用についての民間活力の活用、空き家対策の推進
      ② インフラの戦略的な維持管理・更新等の推進
   （オ）地域連携による経済・生活圏の形成
      ① 「連携中枢都市圏」の形成
   （カ）住民が地域防災の担い手となる環境の確保
      ① 消防団等の充実強化・ICT利活用による、住民主体の地域防災の充実 
   （キ）ふるさとづくりの推進
      ① 「ふるさと」に対する誇りを高める施策の推進
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（担当課（想定））

（ア）地域経済雇用戦略の企画・実施体制の整備 ○ （ア）妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援 健康増進課

（イ）地域産業の競争力強化（業種横断的取組） ○ （イ）子ども・子育て支援の充実 保育、児童、子家庭、青少年、健
増、こ政、人権、ヘルス

（ウ）地域産業の競争力強化（分野別取組） ○ （ウ）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現（「働き方改革」） ☆ 給与課、協働・男女参画課

（エ）地方への人材還流、地方での人材育成、地方の雇用対策 △ （２）学校・社会教育と人材育成

（オ）ICT等の利活用による地域の活性化 △ （ア）教育・学習内容の充実 ★ 学校教育課、生徒指導・特別支援担
当、学校保健課

（イ）学習環境の整備 ★ 施設課（学校耐震化）、学校教育
課、生徒指導・特別支援担当

（ア）地方移住の推進 △ （ウ）学び続けるまちを目指して→まち大構想含む ★ 協働・男女参画課、市民活動推進担当、
地域振興センター、社会教育課ほか

（イ）企業の地方拠点強化、企業等における地方採用・就労の拡大 △ （エ）人材育成 ★ 政策課、しごと支援課、産業振興
課、保護課、生活困窮者自立支援担

（ウ）地方大学等の活性化 △

（ア）若い世代の経済的安定 しごと支援課

（ア）若い世代の経済的安定 ○ （イ）地域経済雇用戦略の企画・実施体制の整備 経済活性対策課

（イ）妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援 ○ （ウ）地域産業の競争力強化（業種横断的取組） 経済活性対策課、産業振興課

（ウ）子ども・子育て支援の充実 ○ （エ）地域産業の競争力強化（分野別取組） 経済活性対策課、産業振興課

（エ）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現（「働き方改革」） ○ （オ）尼崎に相応しい新たなビジネスの創出（ソーシャルビジネスの振興） ★ 経済活性対策課、産業振興課、政策
課

（ア）大都市圏における安心な暮らしの確保→介護・医療（個人の健康） 高齢介護、ヘルスアップ、スポーツ
振興、成人保健

（ア）中山間地域等における「小さな拠点」（多世代交流・多機能型）の形成 △ （イ）大都市圏における安心な暮らしの確保→介護・医療（制度・体制づくり） 高齢介護課、福祉課、保健企画課、
感染症対策担当

（イ）地方都市における経済・生活圏の形成 △

（ウ）大都市圏における安心な暮らしの確保 △ （ア）シティプロモーションの促進 ★ 都市魅力、歴博・文化財、社会教育
課、地域研究史料館

（エ）人口減少等を踏まえた既存ストックのマネジメント強化 △ （イ）シビックプライドの向上に向けた取組→城内整備含む ★ 都魅、歴博、社教、史料館、政策、
生安、公園、放置自転車、100周年

（オ）地域連携による経済・生活圏の形成 △ （ウ）市内大学・県立大学等との連携・活性化 ☆ 政策課

（カ）住民が地域防災の担い手となる環境の確保 ○ （エ）住民が地域防災の担い手となる環境の確保 防災対策課、消防企画管理課

（キ）ふるさとづくりの推進 △

（ア）地方都市における経済・生活圏の形成→立地適正化 ☆ 都計、まち企、経活、公共施設、住
宅、市街地整備

（イ）人口減少等を踏まえた既存ストックのマネジメント強化→公共施設 保全課、建築安全担当、公園、住宅

★は尼崎市オリジナル ☆は総合計画の20の施策にないもの

尼崎版総合戦略政策パッケージ（案）

（４）超高齢社会への対応

（６）土地利用と公共施設の見直し

（５）シビックプライドの醸成

総合戦略政策パッケージ（国）
（１）地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする

（２）地方への新しいひとの流れをつくる

（３）若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

（４）時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地
域を連携する

（１）子ども・子育て支援の充実

（３）仕事の創出・就労と所得水準の向上
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行政が取り組むこと 施策番号

①思春期の教育・出産・子育てにかかる支援 11-1

 【関係局（施策）】
○こども青少年局（施策４・子ども・子育て支援） ○健康福祉局（施策11・地域保健、施策９・生活支援） ○総務局・市
民協働局

（１）子ども・子育て支援の充実

○ライフステージに応じた健康づくりを支援します（思春期の教育、出産・子育てに係る支援）【施策11－１】

□子育て支援センター

 【構ずべき施策に関する基本的方向】

 【現状及び課題】
●出産、育児では若くしての出産が県下他市町として比較して多く、そこでは養育支援が必要な家庭が多い。【施策11：地域
保健】

 【基本目標（例）】
  身近に子育ての悩みや不安を相談できる環境があると感じる市民の割合：５年で●％増

  地域ぐるみで子どもの育ちを支え、生きる力や学力の向上を図る（主要取組項目①）

 【主な取組の方向（案）】

出生率を国と同程度を保ち、ファミリー世帯の転出超過の縮減が実現した場合、本市の2060年の人
口は●●万人程度を維持することができる。

尼崎総合戦略政策パッケージ（案）

（主な取組）★初期救急医療対策事業 ○妊婦健診事業 ☆・・・・・・・・・

（ア）妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援

【人口ビジョン記載例】

 【取り組んでいくこと及び重要業績評価指標】
重要業績評価指標（ＫＰＩ）

妊娠11週以下の届出率（91.9%⇒○○％）

総合戦略にて定める６つの柱を記載

総合戦略に定める６つの柱における基本目標（評価指標）を記載
（総合計画・施策評価記載指標に加え新たな指標についても検討）

総合計画に定める「主要取組項目」から、当該基本目標に該当
する項目を記載する

総合計画に記載する「施策を考える背景」を基本としながら、
当該基本目標に該当する現状及び課題を記載する

総合計画に定める「施策の展開方向」から、当該基本目標に該
当する項目を記載する。また、総合計画策定後に開始した（す
る）主な取組について追記する（マニフェスト項目等）

記載イメージ

国の総合戦略パッケージを基本に設定。一部尼崎
バージョンに変更・新設

総合計画に定める「行政が取り組むこと」を
軸に分類

当該「行政が取り組むこと」で実施されている主な取組を記載。（★平成27年度主要取組項目 ☆地方創生補助金
活用項目 ○その他の項目）

基本的に施策評価に記載している指標を用い
る

記載例
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行政が取り組むこと 施策番号

①思春期の教育・出産・子育てにかかる支援
11-1
11-2

 【取り組んでいくこと及び重要業績評価指標】
重要業績評価指標（ＫＰＩ）

妊娠11週以下の届出率（91.9%⇒○○％）
小児救急医療相談電話の認知度（69.7％→○○％）

（主な取組）★初期救急医療対策事業（休日夜間救急診療所における小児科医療の拡充） ○妊婦健診事業 ★母子保健相談指
導事業（女性の健康支援事業） ○特定不妊治療費助成事業 ○在宅当番医運営補助金（休日・夜間の産婦人科初期救急医療の
確保）

尼崎版総合戦略政策パッケージ（案）

（１）子ども・子育て支援の充実

（ア）妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援

 【基本目標（例）】
  身近に子育ての悩みや不安を相談できる環境があると感じる市民の割合：５年で●％増
  保育所入所待機児童数：５年後に●●人
  児童ホーム入所待機児童数：５年後に●●人
  少年補導委員による補導活動の延べ人数：５年で●●人
  年間超過勤務等時間の縮減：５年で143.3 時間／人⇒128時間／人（※市長部局）

   地域ぐるみで子どもの育ちを支え、生きる力や学力の向上を図る（主要取組項目①）

 【主な取組の方向（案）】
○ライフステージに応じた健康づくりを支援します（思春期の教育、出産・子育てに係る支援）【施策11-１】
○適正な医療体制の確保に努めます【施策11-２】
○家庭における子育て力を高めます【施策04－1】
○子どもの主体的な学びや行動を支えます【施策04－2】
○地域社会全体で子育て家庭や子どもの育ちを支えます【施策04－3】
○支援の必要な子どもの早期発見と早期対応、児童虐待防止に取り組みます【施策09－1】
☆本市役所におけるワークライフバランスの取組が市内企業を先導する【新規】

□子どもの育ち支援センター機能の充実

 【構ずべき施策に関する基本的方向】

 【現状及び課題】
●出産、育児では若くしての出産が県下他市町として比較して多く、そこでは養育支援が必要な家庭が多い。【施策11：地域
保健】
●子育てに対する不安や負担を感じている就学前児童・小学生の保護者がそれぞれ半数程度おり、「子育てがうまくできている
か」「子育てにかかる経済的負担」「子どもの教育に関すること」といった内容が多い。【施策04：子ども・子育て支援】
●母親の就労形態の多様化等を背景に保育ニーズが多様化。【施策04：子ども・子育て支援】
●地域の大人と子ども、子育て家庭と地域がつながる機会の減少、地域で子どもを育てる意識が弱くなっている。【施策04：
子ども・子育て支援】
●日常生活において子ども同士が互いに遊びや体験を通じて人間関係づくりを学ぶ機会や地域活動等に参加する機会が減少。
【施策04：子ども・子育て支援】
●児童虐待の相談受付件数は阪神間他市に比べて多い。また、非行問題も依然としてある。【施策04：子ども・子育て支援】
●児童虐待等、要保護児童に関する相談件数が増加。【施策09：生活支援】

 【関係局（施策）】
○こども青少年局（施策４・子ども・子育て支援） ○健康福祉局（施策11・地域保健、施策９・生活支援） ○総務局・市
民協働局（ワークライフバランス）

①子ども子育て支援の充実
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①家庭の子育て力の向上支援 4-1

②保育事業、放課後児童対策等による支援 4-1

③子どもの主体的な学びや行動への支援 4-2

④地域の子育て力の向上支援 4-3

⑤児童虐待の早期発見と非行化の防止に向けた地
域環境づくり

4-3

⑥支援を要する子どもの早期発見と早期対応 9-1

①（尼崎市役所における）ワークライフバランス
の取組推進

新規

（ウ）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現（「働き方改革」）

（主な取組）★男女共同参画社会づくり関係事業（ワークライフバランス推進事業） ○尼崎市特定事業主行動計画

（主な取組）★新県立病院と連携した市内３箇所目となる病時保育サービスの実現 ☆総合センター運営事業（子育て支援機能
の充実） ☆図書等購入事業 ☆法人保育施設等図書等購入助成事業 ☆公立保育所運営事業 ☆保育所の質の向上事業 ☆私
立幼稚園図書等購入事業 ☆市立幼稚園一時預かり事業 ★児童ホーム整備事業 ★放課後児童健全育成事業所運営補助企業
★地域型保育事業従事者研修等事業 ★保育の量確保事業 ☆生活習慣病予防ガイドライン推進事業（保育所・幼稚園）（あ
まっこ食育カルタ）

こどもクラブの延べ参加者数（205,337人⇒○○人）
青少年活動の団体数（32団体⇒○○団体）

子どもの育ち支援ワーカーが活動した学校数（27校⇒○校）
要保護児童に関する個別ケース検討件数（288件⇒○○件）

（主な取組）○子ども家庭相談支援体制整備事業 ○尼崎市要保護児童対策地域協議会運営事業 ○子育て家庭ショートステイ
事業

（主な取組）○青少年活動事業 ○青少年センター管理運営事業、児童育成環境整備事業

年間超過勤務等時間の縮減（143.3 時間／人⇒128時間／人※市長
部局）
男性の育児休業取得職員数（１人⇒ 8 人以上）

（イ）子ども・子育て支援の充実

保育所入所待機児童数（47人⇒○○人）、
児童ホーム入所待機児童数（76人⇒○○人）

こんにちは赤ちゃん事業の訪問実施率（85.9%⇒○○％）
つどいの広場利用者数（44,725人⇒●●人）

（主な取組）○青少年健全育成啓発事業 ○少年補導活動事業

子育てに関する活動グループ数（39団体⇒○○団体）
子育てに関するＷＳ等の参加者の満足度（97.6％⇒●●％）

（主な取組）★次世代育成支援対策推進行動計画策定事業 ○地域社会の子育て機能向上支援事業 ○子育てサークル育成事業
○地域組織活動育成事業補助金

（主な取組）★あまがさきキッズサポーターズ支援事業 ★ファミリーサポートセンター運営事業 ○こんにちは赤ちゃん事業

少年補導委員による補導活動の延べ人数（16,557人⇒○○人）

①子ども子育て支援の充実
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 市民の力を地域での活動につなぎ、地域コミュニティの活性化を支援する（主要取組項目①）

 社会とつながりを保ち、安定した生活を送れるよう、就労や自立を支援する（主要取組項目②）

●より一層の学力に対するニーズがある一方で、中学の進学とともに学習意欲が低下する傾向が見られる。【施策03：学校教
育】
●子どもの体力の低下が指摘され、基本となる食習慣や生活習慣の確立・改善が必要。【施策03：学校教育】
●子どものコミュニケーション能力や社会適応能力の低下が社会的課題。【施策03：学校教育】
●不登校やいじめ等の未然防止や早期発見、早期解消を図るため、子どもを取り巻く環境の整備。【施策03：学校教育】
●耐震化できていない、または老朽した学校施設が多い。【施策03：学校教育】
●全国的に子どもが被害者となる自然災害、事件・自己の発生。【施策03：学校教育】
●地域ではリーダーの高齢化や自治会役員への負担感の集中等があり、全市的に社会福祉協議会の加入率が漸減傾向にある。
【施策02：生涯学習】
●本市の有効求人倍率は全国、兵庫県と比べて低い状況が続いている。【施策14：就労支援】
●若年層の早期離職問題に対し、若い世代の職業観の形成や就職後の定着支援も必要。【施策14：就労支援】
●中小企業の新規技術開発の停滞、後継者不足、工場跡地の転用による操業環境の悪化等が、ものづくり産業の良好な事業活動
の継続に影響を与えると懸念される。【施策15：地域経済の活性化】
 【主な取組の方向（案）】
○確かな学力の定着、豊かな心の育成、健やかな体づくりの実現をめざし、学校教育を充実します【施策03－1】
○子どもが安全かつ安心して学ぶことのできる教育環境を整備・充実します【施策03－2】
○地域全体で子どもを守り育てていくため、家庭・地域・学校の連携を推進します【施策03－3】
○多様な主体が参加し、連携できる地域分権型社会にふさわしい住民自治のルールづくりに取り組みます【施策01－1】
○市民の提案機会の拡大、広聴機能の充実やシチズンシップ教育など、市政参画をいっそう進めるしくみづくりに取り組みます
【施策01-3】
○市民の主体的な学習や活動を支援するとともに、学習の成果を地域社会に活かすことのできる人づくり・しくみづくりを進め
ます【施策02－1】
○生涯学習やスポーツ活動を通じて、生きがいづくりや地域での交流を促進していきます【施策02－3】
○生活保護の適正運営と自立支援の取組を進めます（生活保護受給者の自立助長を目指し、再チャレンジに手を差し伸べる取り
組みを進めます）【施策09-3】
○就労希望者に対して、職業意識の醸成や、企業の求める人材を踏まえた人材育成に取り組み、就職力を高めていきます【施策
14-2】
○環境と共生する持続可能な社会経済活動をめざして、産業の育成と次代を担う人材の育成を進めます（次世代のものづくり産
業を担う人材の育成）【施策15-2】
○地域商業やソーシャルビジネスなど、地域に根差した事業活動の活性化を支援します【施策15-3】

□教育振興基金（仮） □若者の長期実践型インターンシップを通じて、受け入れ側のイノベーションと若者の社会力向上を応
援します □聖トマス大跡地の活用 □梅香小跡地の活用

（２）学校・社会教育と人材育成

 【基本目標（例）】
  授業の内容はよくわかると答えた中３生徒の割合：５年後に国語●●％、数学●●％
  家で自分で計画を立てて勉強をしていると答えた中３生徒の割合：５年後に●●％
  小・中学生が受ける新体力テストにおける平均得点：５年後に●●点
  学校の教育活動にかかわりを持っている市民の割合：５年後に●●％
  地域活動の中で、生涯学習の成果が活かせていると感じる市民の割合：５年後に●●％
  市政に対して関心を持っている市民の割合：５年で●％増
  長期実践型インターンシップの実施件数：５年で●％増

 地域ぐるみで子どもの育ちを支え、生きる力や学力の向上を図る（主要取組項目①）

 【現状及び課題】

 【構ずべき施策に関する基本的方向】

②学校・社会教育と人材育成
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行政が取り組むこと 施策番号

①教育・学習内容の充実 3-1

②心のケア・心の教育の充実 3-1

③子どもの健康な体づくり 3-1

①安全な教育環境の確保 3-2

②家庭・地域・学校の連携推進 3-3

①地域コミュニティの形成・活性化に対する支援 1-1

②市民の市政参画を進めるしくみづくり 1-3

③地域コミュニティ活動を担う人材の育成 1-3

④生涯学習活動の支援と成果の活用・人材育成の
推進

２-1

（主な取組）○学習習慣支援事業 ○のびよ尼っ子健全育成事業

（イ）学習環境の整備

（主な取組）★幼・小・中学校空調機整備事業 ★中学校給食準備事業 ○学校施設耐震化事業 ○給食室整備事業

（ウ）学び続けるまちを目指して

市政に対して関心を持っている市民の割合（40％⇒○％）

生涯学習推進事業等講座受講者数（15,053人⇒●●人）

（主な取組）○「尼崎らしいまちづくりのルールを考える市民懇話会」事業 ○地域コミュニティ連携検討事業

新体力テストにおける平均得点（45.3ポイント⇒○○ポイント）

（主な取組）★中学校弁当推進事業 ☆生活習慣病予防ガイドライン推進事業（幼稚園）（再掲） ○学校体育関係事業、児童
生徒幼児健康診断事業

「家庭・地域・学校の連携を深め、信頼され、活力に満ちた学校園
づくりに取り組む」学校関係者評価の平均値（3.3点⇒○○点／4段
階評価）

学校耐震化率（59.9％⇒●●％）
普通教室空調機設置率（小47.2%⇒○○％ 中50.8％⇒○○％）

（ア）教育・学習内容の充実

（主な取組）☆（仮称）まち大学あまがさき検討事業 ★あまがさきチャレンジまちづくり事業（あまらぶジュニア）

提案型協働事業の応募団体数（13件⇒●●件）
提案型事業委託制度の採択数（3件⇒●●件）

みんなの尼崎大学関連（  ％⇒  ○％）

 【取り組んでいくこと及び重要業績評価指標】

○市民協働局（施策１・地域コミュニティ） ○教育委員会（施策３・学校教育、施策２・生涯学習） ○経済環境局（施策
14・就労支援、施策15・地域経済の活性化） ○健康福祉局（施策９・生活支援） ○企画財政局（ソーシャルビジネス）

 【関係局（施策）】

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

学力調査における平均正答率の全国との比較（各教科の差）５年後
に±０ポイント

（主な取組）★学力向上クリエイト事業 ☆学力・生活実態調査事業 ☆読書力向上事業 ★教職員研修事業 ★幼稚園教育振
興事業 ☆市立幼稚園一時預かり事業（再掲） ☆教材費（小・中学校） ☆図書等購入事業（幼稚園）（再掲） ☆私立幼稚
園図書等購入事業（再掲） ○尼崎市学習到達度調査事業

（主な取組）○不登校対策事業、こころの教育推進事業

不登校生徒・児童の割合（小0.36%⇒○○％、中4.46％⇒●
●％）

（主な取組）★学社連携推進事業（地域による土曜学習支援モデル事業） ★図書館行事事業 ★図書館児童室の開架時間延長
○生涯学習推進事業 ○尼崎学びのサポート事業、

（主な取組）○協働のまちづくりの基本方向推進事業（提案型協働事業、提案型事業委託制度他）

②学校・社会教育と人材育成
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⑤市民の生きがいづくりや交流の推進 ２-3

①生活保護の適正運営と自立支援 9-3

②就労希望者の就職力向上の支援 14-2

③次世代のものづくり産業を担う人材の育成（人
材育成）

15-2

④地域社会を支える事業活動の支援（ソーシャル
ビジネス）

15-3

⑤生活困窮者支援制度における就労支援 新規

生活保護受給者就労支援事業における就労支援対象者数（620人⇒
●●人）
生活保護受給者就労支援事業における就労開始件数（292件⇒●●
件）

（主な取組）○生活保護安定運営対策等事業費

生活困窮者支援における就労支援対象者数（  人⇒●●人）
生活困窮者支援における就労開始件数（  件⇒●●件）

（主な取組）★生活困窮者等就労準備支援事業

次世代育成事業実施校数（2校⇒○校）

長期実践型インターンシップの実施件数（0件⇒●件）

（主な取組）○ものづくり達人顕彰事業 ○産業人材育成支援事業

家庭・地域教育推進事業等講座受講者数（15,587人⇒●●人）

（主な取組）☆ソーシャルビジネス支援推進事業（長期実践型インターンシップの調査とマッチング）

（エ）人材育成

キャリアアップ支援事業参加者の就職率（35.3％⇒○％）
キャリアアップ支援事業参加者者数（133人⇒○人）

（主な取組）○キャリアアップ支援事業

（主な取組）★家庭・地域教育推進事業（公民館夏休みオープンスクール） ★図書館ブックオーナーズ制度の導入 ★生涯学
習推進事業（村野藤吾祈念事業） ○市民参加・交流・連携推進事業

②学校・社会教育と人材育成
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（３）仕事の創出・就労と所得水準の向上

 【基本目標（例）】
  尼崎市の職業紹介においてマッチングできた件数：５年後に●●人
  合同就職面接会の就職率：５年後で●●％
  尼崎版グリーンニューディールの一次的な経済波及効果：5年後に●●千円
  市内法人設立割合：５年後に●●％
  市内製造業の製造品出荷額の全国に占める割合：５年後に●●ポイント
  ソーシャルビジネスの起業・誘致件数：5年後に●件

 社会とつながりを保ち、安定した生活を送れるよう、就労や自立を支援する（主要取組項目②）

 【主な取組の方向（案）】

○健康福祉局（施策９・生活支援） ○経済環境局（施策14・就労支援、施策15・地域経済の活性化） ○企画財政局（ソー
シャルビジネス） ○総務局・市民協働局（ワークライフバランス）

 【構ずべき施策に関する基本的方向】

 【関係局（施策）】

 社会や地域における新たなニーズに応え、雇用創出にもつながる事業活動を支援し、地域内の経済循環を図る（主要取組項目
③）

○生活保護の適正運営と自立支援の取組を進めます【施策09-3】（再掲）
○企業等と就労希望者双方のニーズを踏まえ、きめこまやかな就労マッチングに取り組みます【施策14-1】
○就労希望者に対して、職業意識の醸成や、企業の求める人材を踏まえた人材育成に取り組み、就職力を高めていきます【施策
14-2】（再掲）
○多様な働き方を認めあうとともに、安心して働き続けられる環境づくりを進めます【施策14-3】
○環境と共生する持続可能な社会経済活動をめざして、産業の育成と次代を担う人材の育成を進めます【施策15-2】
○地域経済を支える「ものづくり産業」の競争力を高めます【施策15-1】
○地域商業やソーシャルビジネスなど、地域に根差した事業活動の活性化を支援します【施策15-3】（再掲）

□産業振興条例に基づく経済施策の再構築 □若者の長期実践型インターンシップを通じて、受け入れ側のイノベーションと若
者の社会力向上を応援します □若者、女性への就労支援等を行うサポートセンターの設置

 【現状及び課題】
●雇用する側の企業等が求める人材像と就労希望者との間におけるミスマッチを解消する。【施策14：就労支援】
●本市に多く集積している中小企業の魅力が就労希望者に十分伝わっていない。【施策14：就労支援】
●雇用の維持・創出は地域経済の活性化や教育・子育て支援など複合的な取り組みが求められ、企業、関係機関、教育機関、地
域活動に取り組む様々な主体と協力が求められる。【施策14：就労支援】
●ものづくり産業都市として優位性を有しているものの、グローバル化、国内の社会構造の変化により厳しい環境にある。【施
策15：地域経済の活性化】
●中小企業の新規技術開発の停滞、後継者不足、工場跡地の転用による操業環境の悪化等が、ものづくり産業の良好な事業活動
の継続に影響を与えると懸念される。【施策15：地域経済の活性化】
●地域の社会経済を活性化する新たな担い手としてソーシャルビジネスの活動が期待されている。【施策15：地域経済の活性
化】

③仕事の創出・就労と所得水準の向上
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行政が取り組むこと 施策番号

①生活保護の適正運営と自立支援（再掲） 9-3

②雇用と就労のマッチングの推進 14-1

③就労希望者の就職力向上の支援（再掲） 14-2

④多様な働き方を支える環境づくり 14-3

⑤ワークライフバランスの取組推進（再掲） 新規

⑥生活困窮者支援制度における就労支援（再掲） 新規

①産業振興条例を活かした地域経済雇用戦略 新規

①環境と産業の共生による地域経済の活性化 15-2

②次世代のものづくり産業を担う人材の育成（創
業支援）

15-2

（ア）若い世代の経済的安定

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

省エネ設備導入補助事業所数（１件⇒○件）

（主な取組）○尼崎版グリーンニューディール推進事業 ○中小企業エコ活動総合支援事業

尼崎インキュベーションセンターにおける起業者の入居率（34％⇒
○％）
中小企業センター内の起業者オフィスの入居率（０％⇒●●％）
起業家育成スクール参加者のうち創業者の比率（40％⇒○％）

（主な取組）☆ベンチャー育成支援事業 ○リサーチコア推進事業 ○起業家等立地支援事業 ○中小企業資金融資制度関係事
業

（主な取組）★男女共同参画社会づくり関係事業（ワークライフバランス推進事業） ○尼崎市特定事業主行動計画

年間超過勤務等時間の縮減（143.3 時間／人⇒128時間／人※市長
部局）
男性の育児休業取得職員数（１人⇒ 8 人以上）

（主な取組）○産業振興基本条例関係事業

無料職業紹介窓口求職登録者のうち若年者（39歳以下）の就職件数
（30件⇒○○件）
無料職業紹介窓口求職登録者のうち若年者（39歳以下）の女性の就
職件数（14件⇒○○件）

キャリアアップ支援事業参加者の就職率（35.3％⇒○％）
キャリアアップ支援事業参加者者数（133人⇒○人）

（主な取組）○キャリアアップ支援事業（再掲）

（ウ）地域産業の競争力強化（業種横断的取組）

就労相談件数（687件⇒○○件）
就労相談件数のうち労働相談件数（160件⇒○○件）

生活困窮者支援における就労支援対象者数（  人⇒●●人）
生活困窮者支援における就労開始件数（  件⇒●●件）

（イ）地域経済雇用戦略の企画・実施体制の整備

（主な取組）○地域雇用・就労支援事業 ○尼崎市シルバー人材センター等補助金

（主な取組）★生活困窮者等就労準備支援事業（再掲）

 【取り組んでいくこと及び重要業績評価指標】

生活保護受給者就労支援事業における就労支援対象者数（620人⇒
●●人）
生活保護受給者就労支援事業における就労開始件数（292件⇒●●
件）

（主な取組）○生活保護安定運営対策等事業費（再掲）

（主な取組）○雇用創造支援事業、地域雇用・就労支援事業

③仕事の創出・就労と所得水準の向上
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①ものづくり産業の競争力強化に向けた支援 15-１

②ものづくり産業の集積の形成・維持・保全と活
性化

15-１

③ローカル経済の振興 新規
（15-3）

①地域社会を支える事業活動の支援（ソーシャル
ビジネス）（再掲）

15-3

（主な取組）☆ソーシャルビジネス支援推進事業（長期派遣型インターンシップ、事業者向けフォーラムの開催等）

ソーシャルビジネスの起業・誘致件数（0件⇒●件）

市内製造業の利益計上法人の割合（35.9％⇒○％）

（オ）尼崎に相応しい新たなビジネスの創出（ソーシャルビジネスの振興）

（主な取組）○ものづくり総合支援事業 ○中小企業新技術・新製品創出支援事業 ○産業情報データバンク事業 ○尼崎産業
フェア開催事業 ○産学公ネットワーク協議会・産学公イノベーション推進協議会等負担金

（主な取組）○尼崎市商業活性化対策事業費

（エ）地域産業の競争力強化（分野別取組）

（主な取組）○企業立地促進条例運営事業 ○企業立地促進法基本計画推進事業 ○企業立地サポート事業、工業用地等情報開
拓推進事業

市内製造業の製造品出荷額（1,347,362百万円⇒○百万円）
市内製造業の利益計上法人の割合（尼崎市税務統計）（35.9％⇒●
●％）

③仕事の創出・就労と所得水準の向上
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 【構ずべき施策に関する基本的方向】

 【現状及び課題】

○健康の保持・増進を図るため、気軽に運動やスポーツを楽しめる環境づくりに取り組みます【施策02－2】
○元気な高齢期を過ごせるよう、健康づくりや介護予防に努めます【施策07－1】
○（高齢者が）積極的に地域とかかわることができるよう支援します【施策07－3】
○生活習慣病の予防や重症化予防など、被保険者の健康増進に取り組み、医療費の適正化をめざします【施策10－2】
○ライフステージに応じた健康づくりを支援します【施策11－1】
○地域のなかで生活・福祉課題を共有し、解決に向けて検討します【施策06－2】
○専門機関による支援体制を加えた地域の福祉に関するネットワークを強化します【施策06－3】
○（高齢者が）地域で見守られ、必要な支援を受けながら暮らせるようにします【施策07－2】
○適切な医療体制の確保に努めます【施策11－2】
○健康危機管理体制の確立に取り組みます【施策11－3】

□介護予防、認知症ケア、在宅医療について地域での支えあいの仕組みづくり（地域包括ケア） □ヘルスアップ尼崎など、市
民の健康支援

 【関係局（施策）】
○教育委員会（施策２・生涯学習） ○健康福祉局（施策６・地域福祉、施策７・高齢者施策、施策11・地域保健） ○市民
協働局（施策10・医療保険・年金）

（４）超高齢社会への対応

 【基本目標（例）】
  自分が健康であると感じている市民の割合：５年で●％増
  自分が健康であると感じている高齢者の割合：５年で●％増
  孤立を感じている市民の割合：５年で●％増
      特定健診受診率：５年で●％増

   生涯を通していきいきと社会に参画できるよう、健康を支援する（主要取組項目②）

 【主な取組の方向（案）】

●生活習慣病や介護の予防という観点からも、すべての市民が生涯にわたって気軽に運動やスポーツを楽しみ、健康づくりに取
り組める環境づくりが求められている。【施策02：生涯学習】
●本市では比較的に要介護の認定率が高く、かつ重度の方が多い傾向が見られ、今後も高齢者が増えるなか、健康づくりや介護
予防は重要な課題である。【施策07：高齢者支援】
●国民健康保険等の医療保険制度は、健診・保健指導を通じた被保険者自身の生活習慣の改善による生活習慣病の予防と重症化
予防による被保険者の健康増進と、制度の適切な維持・運営が課題。【施策10：医療保険・年金】
●生活習慣病になる人や心身の健康問題で社会生活を営むことが困難な人が増えている。【施策11：地域保健】
●地域のつながりの希薄化が進んでおり、身近な生活の場での困りごとや孤立した不安など、制度の谷間・狭間にあるような
ニーズを抱える人を地域で支えていくことも必要。【施策06：地域福祉】
●介護予防から高齢者虐待に至るまで高齢者に関する相談内容は複雑化してきており、保健・医療の向上及び福祉の増進を包括
的にケアすることが重要。【施策07：高齢者支援】

☆介護予防・認知症ケア等の支えあいの仕組みづくり【施策07・高齢者支援】

④超高齢社会への対応
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行政が取り組むこと 施策番号

①運動やスポーツによる市民の健康づくり 2-２

②健康づくり・介護予防の推進 7-1

③社会参加の促進 ７-3

④被保険者の健康増進による医療費の適正化 10-２

⑤健康づくりや健康回復のための支援等 11-1

①地域生活を支える福祉コミュニティづくり 6-2

②地域福祉に関する相談、支援体制づくり 6-3

③高齢者を地域で見守ることができる体制づくり 7-2

④支援体制の充実と権利擁護 7-2

⑤地域医療体制の確保 11-2

⑥健康危機管理体制の確立 11-3

（主な取組）○学校開放事業 ○地区体育館等施設運営事業 

健康を意識した運動やスポーツを心がけている市民の割合（63.7%
⇒○％）

（主な取組）★介護マーク普及事業 ○老人クラブ関係事業

（主な取組）★介護予防・日常生活支援総合事業移行準備経費 ★介護予防対策事業 ★認知症対策推進事業 ★生活支援サー
ビス体制整備事業 ○いきいき健康づくり事業

生きがいを持つ高齢者の割合（65.4%⇒○％）

自分が健康であると感じている高齢者のの割合（62.1%⇒○％）

（ア）大都市圏における安心な暮らしの確保→介護・医療（個人の健康）

 【取り組んでいくこと及び重要業績評価指標】
重要業績評価指標（ＫＰＩ）

孤立を感じている市民の割合（32.1%⇒○％）

民生児童委員活動平均日数（135.8日⇒○日）

（主な取組）○地域福祉推進事業

特定健診受診率（39.1%⇒○○％）

（主な取組）★ヘルスアップ尼崎戦略事業

孤立を感じている高齢者の割合（29.4％⇒○％）

自分が健康であると感じている市民の割合（75.7%⇒○％）

休日・夜間の入院加療を要する重病患者に対する当番病院の応需体
制（100％⇒100％）

（主な取組）★健康づくり事業 ○各種がん検診事業

（主な取組）★地域包括支援センター運営事業費 ○尼崎市高齢者等見守り安心事業

（主な取組）○成年後見制度利用支援事業 ○介護給付適正化

要援護高齢者等見守り活動地域（23地区⇒○人）

（イ）大都市圏における安心な暮らしの確保→介護・医療（制度・体制づくり）

（主な取組）○民政児童委員関係事業費

（主な取組）○第２次救急医療

（主な取組）○予防接種事業 ○結核対策特別促進事業

予防接種（麻しん・風しん）の接種率

④超高齢社会への対応
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●尼崎で生活している市民が感じている、まちとしての魅力やよさが、市外に向けては十分に発信できていない。【施策16：
文化・交流】
●本市は、史跡や文化財をはじめ各時代のさまざまな歴史資料、産業遺産等が残されているが、これらは市内外に十分に知られ
ていない。【施策17：地域の歴史】
●市民が、誇りと愛着を持ち、住み続けたいと思えるまちづくりを進めていくためには、市民一人ひとりが身近な暮らしの中で
安全・安心を実感できることが必要である。【施策13：生活安全】
●地域資源を活かしたまちづくりを進めていくためには、多くの人が思いを持ってかかわる必要があることから、地域に対する
誇りや愛着を醸成していく必要があり、地域の歴史に関する活動ができる環境や、子どもの頃から歴史を学ぶ機会を整えていく
ことが課題となってる。【施策17：地域の歴史】
●魅力ある住環境やまちなみを形成・維持し、まちの魅力を高めていくため、地域住民自身が身近な住環境に関する意識を高
め、必要なルールづくりを進めていける環境をつくる必要がある。【施策19：住環境】
●今後、予測される高齢者の増加に伴う救急需要の増大や、複雑多様化している災害への対応が求められている。【施策12：
消防・防災】
●阪神・淡路大震災の経験を風化させず、防災意識を向上させるとともに、減災の視点も踏まえながら、地域における自主防災
体制を強化することが課題である。【施策12：消防・防災】

 【主な取組（案）】
○まちの魅力を積極的に発信し、良好な都市イメージを創造します【施策16－2】
○地域に愛着と誇りを持つ市民を増やすとともに、市内外の人の交流を促進します【施策16－3】
○文化財や歴史資料等の地域資源を保存・活用するとともに、地域の歴史や文化財に関する情報を市内外に発信します【施策
17－1】
○地域での防犯や交通安全活動など、暮らしの安全を高める活動に積極的に取り組みます【施策13－1】
○地域資源の活用や文化芸術活動の振興と担い手の育成によって、まちの魅力と活力を高めます【施策16－1】
○地域の歴史に関心を持つ市民の学習機会や場所の充実など、ともに学びあえる環境づくりを進めます【施策17－2】
○住んでいる地域や尼崎市への愛着と誇りが育つよう、地域の歴史や文化財等の魅力を分かりやすくしっかりと伝えていきます
【施策17－3】
○市民自らが住環境や住まいに関心を持ち、快適に安心して暮らせるまちづくりに積極的にかかわっていける環境づくりを進め
ます【施策19－1】
○大切な市民の生命を守るため、火災・水害等に適切に対応するとともに、その被害を最小限に食い止めるよう、消防・救急・
救助体制を充実します【施策12－2】
○地域住民が互いに協力し、防火防災知識を学び、災害発生時に被害を少なくしていけるよう、地域の防災力の向上に努めます
【施策12－3】

□総合的な自転車政策 □臨海部の魅力創造 □既存施設を活用した（仮称）歴史文化センター整備 □市民参加型シティープ
ロモーション

（５）シビックプライドの醸成

 【基本目標（例）】
  尼崎市のイメージがよくなったと回答した市民の割合：５年で○％増
  市内観光客入込客数：５年で○人増
  尼崎の歴史に関心を持っている市民の割合：５年で○％増

   市民の力を地域での活動につなぎ、地域コミュニティの活性化を支援する（主要取組項目①）

   「まちの魅力」の再発見・創出と、戦略的な情報の構築・発信により尼崎の魅力を高める（主要取組項目③）

 【構ずべき施策に関する基本的方向】

 【主な取組の方向（案）】

⑤シビックプライドの醸成
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行政が取り組むこと 施策番号

①戦略的な情報発信によるまちのイメージの向上 16-2

②地域資源を活用した市内外の交流推進 16-3

③歴史遺産の保存と活用 17-1

①防犯力の高い地域コミュニティづくり 13-1

②交通安全対策の推進 13-1

③地域文化を創造する次代の担い手の育成や連携
の促進

16-1

④地域資源を活かした新たな魅力づくり 16-1

⑤尼崎への愛着と誇りの醸成 16-3

⑥地域の歴史に関する学習機会の提供 17-2

⑦住んでいる地域や尼崎市への愛着と誇りを育て
る

17-3

⑧誇りや愛着を持てる活力ある美しいまちづくり 19-1

文化財収蔵庫・田能資料館での展示会の観覧者数（9,161人→○
人）

（主な取組）☆歴史のまち「魅力アップ事業」 ○文化財保護啓発事業

（主な取組）○（文化財収蔵庫・田能史料館）維持管理事業

現在の住環境は快適で暮らしやすいと感じている市民の割合
（82.8%⇒○％）

（主な取組）○都市美形成関係事業

市内犯罪の認知件数（10,184件⇒○件）
日常生活を安心して過ごすことができていると感じている市民の割
合（54.3％→○％）

（ア）シティプロモーションの促進

（主な取組）☆市制100周年推進事業 ★あまがさき市民まつり事業費補助金 ○まち情報発信事業

（主な取組）○（仮称）歴史文化センター整備事業 ○史料館管理事業

文化財収蔵庫ボランティアの活動者数（2,183人⇒○人）

尼崎市総合文化センターアウトリーチ事業実施数（37回⇒○回）

（主な取組）☆街頭犯罪防止事業 

（主な取組）☆シティープロモーション推進事業（あまらぶアートラボ運営事業）

（主な取組）★交通安全推進事業

市内の自転車関連事故件数（1,042件⇒０件）

（主な取組）☆シティープロモーション推進事業（まち情報発信事業・市制100周年推進事業・「歴史のまち」魅力アップ事
業） ★（仮称）文化振興ビジョン策定事業

尼崎市総合文化センター入場者数（400,000人⇒○人）

尼崎市のイメージがよくなったと回答した市民の割合（35.4%⇒
○％）

尼崎の歴史に関心を持っている市民の割合（56％→○％）

市内観光客入込客数（2,055,402人⇒○人）

（主な取組）★都市政策推進事業（就学前児童世帯定住促進事業） ○市報あまがさき発行事業 ○ひょうごツーリズム協会等
負担金

（イ）シビックプライドの向上に向けた取組

 【関係局（施策）】

尼崎市のイメージがよくなったと回答した市民の割合（35.4%⇒
○％）

○防災担当（施策12・消防・防災、施策13・生活安全） ○消防局（施策12・消防・防災） ○企画財政局（施策16・文化・
交流） ○教育委員会（施策17・地域の歴史） ○都市整備局（施策19・住環境）

 【取り組んでいくこと及び重要業績評価指標】
重要業績評価指標（ＫＰＩ）

（主な取組）☆地域資源活用型まちづくり推進事業 ☆まち情報発信事業

⑤シビックプライドの醸成

32



①大学との連携（ＣＯＣ事業） 新規

①消防・救急・救助体制の充実 12-2

②市民・事業者における火災予防・防災対策支援 12-3

③地域における防災体制の充実支援 12-3

（ウ）市内大学・県立大学等との連携・活性化

（主な取組）○地域における防災力向上事業

（主な取組）☆消防団活動事業 ○救急活動事業費

本市と協定を結んでいる大学数（COC以外も含む）

（エ）住民が地域防災の担い手となる環境の確保

（主な取組）○COC事業

防災マップ作成地域数（23箇所⇒○箇所）

（主な取組）☆防災対策推進事業 ○予防活動事業

消防団員数（918人⇒○人）

住宅用火災警報器の設置率（80％⇒○％）

⑤シビックプライドの醸成

33



行政が取り組むこと 施策番号

①都市基盤の整備・維持による安全空間の創出 20-1

   公共施設の再配置と機能向上を図り、市民活動や災害時の拠点として持続的に活用する（主要取組項目④）

（主な取組）★交通政策推進事業（尼崎市地域交通政策策定事業） ☆民間駐輪場整備補助事業 ☆放置自転車等対策事業費

 【関係局（施策）】
○都市整備局（施策19・住環境、施策20・都市基盤、空家対策） ○資産統括局（公共施設） ○企画財政局（立地適正化）

 【現状及び課題】
●子育てファミリー世帯の市外転出超過傾向や高齢化の進展等が見られるなか、最低敷地面積の引き上げやバリアフリー性能の
向上など、快適に安心して住み続けることができるよう、住環境面からの取組が必要である。【施策19：住環境】
●公園緑地や住宅等の既存ストック全般が将来にわたって活用されるしくみづくりや、ハード・ソフト両面からの住環境の整備
が課題である。【施策19：住環境】
●都市基盤の適切な整備・維持管理に加えて、市民生活や経済活動を支えていくため、公共交通を中心とした総合的な地域交通
体系を構築する必要がある。【施策20：都市基盤】
●本市では、公共施設の約6割が建築から30年以上経過しており、今後、建替え等の時期を迎える。人口減少、行政が持つ財源
等が限られる中で、公共施設の再配置と維持管理コストの最適化を図るとともに、機能や利便性の向上を図る必要がある。【主
要取組項目④・公共施設マネジメント基本方針】

都市基盤が整い利便性と安全性が確保されていると感じている市民
の割合（80.5％→○％）
地域交通計画の策定

○都市基盤の適切な整備・維持管理に取り組み、利便性と安全性を備えた生活空間を維持・創出していきます【施策20－1】
○地域の特性に応じたルールづくりや、災害に関する情報の共有を進め、災害に強く安全なまちづくりに取り組みます【施策
20－2】
○市民自らが住環境や住まいに関心を持ち、快適に安心して暮らせるまちづくりに積極的にかかわっていける環境づくりを進め
ます【施策19－1】
○快適に安心して住み続けることができるよう、魅力ある住環境の形成に取り組みます【施策19－2】
○今ある全ての施設を保有したまま建替え等をし続けることは事実上不可能であるため、持続可能な市民サービスの維持・向上
を図っていくために、中長期的な視点で計画的・戦略的に保有、処分、維持、活用等を行い、身の丈にあった施設保有量・施設
規模となるようマネジメントしていく【公共施設マネジメント基本方針】
○公共施設の再配置にあわせて耐震化等を図り災害への対応力を高め、まちの持続可能性を高める【主要取組項目④】

☆立地適正化計画

□公共マネジメント計画の推進 □老朽空き家対策を進めるための条例を制定します。

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

（６）土地利用と公共施設の見直し

（ア）地方都市における経済・生活圏の形成

 【基本目標（例）】
  現在の住環境は快適で暮らしやすいと感じている市民の割合：５年で●％増
  新規分譲住宅に占めるゆとりある住まいの割合：５年で●％増
  公共施設等総合管理計画の策定及び推進
  立地適正化計画の策定及び推進

   よりよい住環境の創出に向けた取組を促進する（主要取組項目④）

 【主な取組の方向（案）】

 【構ずべき施策に関する基本的方向】

 【取り組んでいくこと及び重要業績評価指標】

⑥土地利用と公共施設の見直し
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②市民主体のルールづくりによる安全空間の創出
と継承

20-2

③都市のコンパクト化と公共交通網の再構築をは
じめとするネットワーク形成

新規
（19－2）

①市民が地域の住環境に関心を持ち、交流・協力
してまちづくりに取り組める環境づくり

19-1

②市民主体のルールづくりや規制・誘導による良
好な住環境の継承

19-2

③公園緑地・住宅等の維持・整備・更新 19-2

④すべての人が快適に安心して住み続けられる住
環境の確保

19-2

⑤適切な維持管理によるライフサイクルコストの
低減

20-１

⑥安全にも配慮した空家対策（空家対策推進事
業）

新規

⑦将来を見据えた公共施設の配置（公共施設等総
合管理計画策定事業）

新規

（主な取組）○道路橋りょう維持管理事業 ○街路灯維持管理事業

（主な取組）○市営住宅耐震診断事業

（主な取組）☆公共施設等総合管理計画策定事業

尼崎市危険空家等対策に関する条例の策定

公共施設等総合管理計画

（主な取組）☆空き家対策推進事業

都市基盤が整い利便性と安全性が確保されていると感じている市民
の割合（80.5％→○％）

新規建設分譲住宅に占める、ゆとりある住まいの割合（48.5％⇒
○％）

（主な取組）★地区まちづくり計画制度検討事業

立地適正化計画の策定

防災街区整備地区計画等策定支援地区数（４地区→○地区）

（主な取組）○密集住宅市街地整備促進事業 ○密集住宅市街地道路空間整備事業

現在の住環境は快適で暮らしやすいと感じている市民の割合
（82.8％⇒○％）

新規分譲住宅に占めるゆとりある住まいの割合（48.5%⇒○％）

（主な取組）○都市政策推進事業（地方創生関連事業）

（主な取組）☆公園維持管理事業 ○公園維持管理事業 ○市営住宅建替事業

（イ）人口減少等を踏まえた既存ストックのマネジメント

新規建設分譲住宅に占める、ゆとりある住まいの割合（48.5％⇒
○％）

（主な取組）○

⑥土地利用と公共施設の見直し
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●総合計画と総合戦略の対比

1－1
多様な主体が参加し、連携できる地域分権型社会にふさわしい住民自治のルールづくりに取
り組みます。

（２）学校・社会教育と人材育成

● 地域コミュニティの形成・活性化に対する支援 （２）－（ウ）学び続けるまちを目指して→まち大構想含む

1－2
子育てや地域の見守り、健康づくり等をテーマとした地域活動等により、安全・安心な地域
社会の形成を促進します。

     該当無し

● 地域コミュニティの形成・活性化に対する支援
● 市民の市政参画を進めるしくみづくり

1－3
市民の提案機会の拡大、広聴機能の充実やシチズンシップ教育など、市政参画をいっそう進
めるしくみづくりに取り組みます。

（２）学校・社会教育と人材育成

● 市民の市政参画を進めるしくみづくり （２）－（ウ）学び続けるまちを目指して→まち大構想含む
● 地域コミュニティ活動を担う人材の育成 （２）－（ウ）学び続けるまちを目指して→まち大構想含む

2－1
市民の主体的な学習や活動を支援するとともに、学習の成果を地域社会に活かすことのでき
る人づくり・しくみづくりを進めます。

（２）学校・社会教育と人材育成

● 生涯学習活動の支援と成果の活用・人材育成の推進 （２）－（ウ）学び続けるまちを目指して→まち大構想含む

2－2
健康の保持・増進を図るため、気軽に運動やスポーツを楽しめる環境づくりに取り組みま
す。

（４）超高齢化社会への対応

● 運動やスポーツによる市民の健康づくり （４）－（ア）大都市圏における安心な暮らしの確保→介護・医療（個人の健康）

2－3 生涯学習やスポーツ活動を通じて、生きがいづくりや地域での交流を促進していきます。 （２）学校・社会教育と人材育成

● 市民の生きがいづくりや交流の推進 （２）－（ウ）学び続けるまちを目指して→まち大構想含む

3－1
確かな学力の定着、豊かな心の育成、健やかな体づくりの実現をめざし、学校教育を充実し
ます。

（２）学校・社会教育と人材育成

● 教育・学習内容の充実 （２）－（ア）教育・学習内容の充実
● 心のケア・心の教育の充実 （２）－（ア）教育・学習内容の充実
● 子どもの健康な体づくり （２）－（ア）教育・学習内容の充実

3－2 子どもが安全かつ安心して学ぶことのできる教育環境を整備・充実します。 （２）学校・社会教育と人材育成

● 安全な教育環境の確保 （２）－（イ）学習環境の整備

3－3 地域全体で子どもを守り育てていくため、家庭・地域・学校の連携を推進します。 （２）学校・社会教育と人材育成

● 家庭・地域・学校の連携推進 （２）－（イ）学習環境の整備

4－1 家庭における子育て力を高めます。 （１）子ども・子育て支援の充実

● 家庭の子育て力の向上支援 （１）－（イ）子ども・子育て支援の充実
● 保育事業、放課後児童対策等による支援 （１）－（イ）子ども・子育て支援の充実

4－2 子どもの主体的な学びや行動を支えます。 （１）子ども・子育て支援の充実

● 子どもの主体的な学びや行動への支援 （１）－（イ）子ども・子育て支援の充実

4－3 地域社会全体で子育て家庭や子どもの育ちを支えます。 （１）子ども・子育て支援の充実

● 地域の子育て力の向上支援 （１）－（イ）子ども・子育て支援の充実
● 児童虐待の早期発見と非行化の防止に向けた地域環境づくり （１）－（イ）子ども・子育て支援の充実

【生涯学習】
生涯を通して学び、ス
ポーツに親しめるまち

3
【学校教育】

教育の充実で子どもの生
きる力をはぐくむまち

4
【子ども・子育て支援】
健やかに子どもが育ち、
笑顔が輝くまち

施策名称 施策の展開方向（総合計画）

1
【地域コミュニティ】
みんなの支えあいで地域
が元気なまち

2

戦略パッケージ（総合戦略）
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●総合計画と総合戦略の対比

施策名称 施策の展開方向（総合計画） 戦略パッケージ（総合戦略）

5－1
市民一人ひとりの人権と個性を尊重し、多様性を互いに認めあう、「ともに生きる社会」の
実現に努めます。

     該当無し

● 多文化共生社会の実現
● 男女共同参画社会の実現

5－2
市民・事業者と行政の協働による人権教育や啓発活動を推進するとともに、市民が人権に対
して自主的に「学び・気づき・行動する」環境づくりを進めます。

     該当無し

● 人権問題の啓発と人権教育の取組
● 多文化共生社会の取組

5－3 人権侵害を防止するとともに、被害者に対して適切な支援を行います。      該当無し

● 人権侵害の防止と被害者への支援

6－1 小地域福祉活動を活発にします。      該当無し

● 新たな人材と組織の育成支援

6－2 地域のなかで生活・福祉課題を共有し、解決に向けて検討します。 （４）超高齢化社会への対応

● 地域生活を支える福祉コミュニティづくり （４）－（イ）大都市圏における安心な暮らしの確保→介護・医療（制度・体制づくり）

6－3 専門機関による支援体制を加えた地域の福祉に関するネットワークを強化します。 （４）超高齢化社会への対応

● 地域福祉に関する相談、支援体制づくり （４）－（イ）大都市圏における安心な暮らしの確保→介護・医療（制度・体制づくり）

7－1 元気な高齢期を過ごせるよう、健康づくりや介護予防に努めます。 （４）超高齢化社会への対応

● 健康づくり・介護予防の推進 （４）－（ア）大都市圏における安心な暮らしの確保→介護・医療（個人の健康）

7－2 地域で見守られ、必要な支援を受けながら暮らせるようにします。 （４）超高齢化社会への対応

● 高齢者を地域で見守ることができる体制づくり （４）－（イ）大都市圏における安心な暮らしの確保→介護・医療（制度・体制づくり）

● 支援体制の充実と権利擁護 （４）－（イ）大都市圏における安心な暮らしの確保→介護・医療（制度・体制づくり）

7－3 積極的に地域とかかわることができるよう支援します。 （４）超高齢化社会への対応

● 社会参加の促進 （４）－（ア）大都市圏における安心な暮らしの確保→介護・医療（個人の健康）

8－1 地域での在宅生活を支えます。      該当無し

● 日常生活の支援の充実と権利擁護

8－2 適切な支援につなぐための相談の体制を充実します。      該当無し

● 相談体制の充実とネットワークの構築

8－3 障害のある人の社会への参加を促進します。      該当無し

● 日常生活での交流の支援

● 働く場の確保

● 社会参加の促進

7
【高齢者支援】

高齢者が地域で安心して
暮らせるまち

8
【障害者支援】

障害のある人が地域で自
立して暮らせるまち

5
【人権尊重】

人権文化の息づくまち

6
【地域福祉】

誰もが地域でその人らし
く暮らせる福祉のまち
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●総合計画と総合戦略の対比

施策名称 施策の展開方向（総合計画） 戦略パッケージ（総合戦略）

9－1 支援の必要な子どもの早期発見と早期対応、児童虐待防止に取り組みます。 （１）子ども・子育て支援の充実

● 支援を要する子どもの早期発見と早期対応 （１）－（イ）子ども・子育て支援の充実

9－2
生活に課題を抱える人が必要な支援を受けながら、自立し安定した生活を送ることができる
ように、相談体制の充実や関係機関によるネットワークの強化に努めます。

     該当無し

● 幅広い支援に向けた連携

9－3 生活保護の適正運営と自立支援の取組を進めます。

● 生活保護の適正運営と自立支援
（２）－（エ）人材育成
（３）－（ア）若い世代の経済的安定

10－1
支えあいで健康な生活を保障する国民健康保険制度や国民年金制度等の適切な維持・運営に
努めます。

     該当無し

● 国民健康保険制度など、医療保険制度の適切な維持・運営
● 国等と連携した国民年金制度の運営

10－2
生活習慣病の予防や重症化予防など、被保険者の健康増進に取り組み、医療費の適正化をめ
ざします。

（４）超高齢化社会への対応

● 被保険者の健康増進による医療費の適正化 （４）－（ア）大都市圏における安心な暮らしの確保→介護・医療（個人の健康）

11－1 ライフステージに応じた健康づくりを支援します。

● 思春期の教育、出産・子育てにかかる支援 （１）－（ア）妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援
● 健康づくりや健康回復のための支援等 （４）－（ア）大都市圏における安心な暮らしの確保→介護・医療（個人の健康）
● 課題解決に向けたしくみづくり

11－2 適切な医療体制の確保に努めます。

● 地域医療体制の確保 （４）－（イ）大都市圏における安心な暮らしの確保→介護・医療（制度・体制づくり）
● 思春期の教育、出産・子育てにかかる支援 （１）－（ア）妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援

11－3 健康危機管理体制の確立に取り組みます。 （４）超高齢化社会への対応

● 健康危機管理体制の確立 （４）－（イ）大都市圏における安心な暮らしの確保→介護・医療（制度・体制づくり）

● 生活衛生面の体制確保

12－1
阪神・淡路大震災や東日本大震災の教訓に学び、地震等の大規模災害発生時に、被害を軽減
できるよう、市の防災体制を充実します。

     該当無し

● 防災対策の充実

12－2
大切な市民の生命を守るため、火災・水害等に適切に対応するとともに、その被害を最小限
に食い止めるよう、消防・救急・救助体制を充実します。

（５）シビックプライドの醸成

● 消防・救急・救助体制の充実 （６）－（エ）住民が地域防災の担い手となる環境の確保

● 消防施設等の設備・充実

12－3
地域住民が互いに協力し、防火防災知識を学び、災害発生時に被害を少なくしていけるよ
う、地域の防災力の向上に努めます。

（５）シビックプライドの醸成

● 市民・事業者における火災予防・防災対策支援 （６）－（エ）住民が地域防災の担い手となる環境の確保

● 地域における防災体制の充実支援 （６）－（エ）住民が地域防災の担い手となる環境の確保

11
【地域保健】

いきいきと健康に安心し
て暮らせるまち

12
【消防・防災】

消防・防災体制が充実し
た安全・安心のまち

9
【生活支援】

生活に課題を抱える人が
安心して暮らせるまち

10
【医療保険・年金】

医療保険で健康な生活を
支えあうまち

（１）子ども・子育て支援の充実
（４）超高齢化社会への対応

（１）子ども・子育て支援の充実
（４）超高齢化社会への対応

（２）学校・社会教育と人材育成
（３）仕事の創出・就労と所得水準の向上
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●総合計画と総合戦略の対比

施策名称 施策の展開方向（総合計画） 戦略パッケージ（総合戦略）

13－1 地域での防犯や交通安全活動など、暮らしの安全を高める活動に積極的に取り組みます。 （５）シビックプライドの醸成

● 防犯力の高い地域コミュニティづくり （６）－（イ）シビックプライドの向上に向けた取組→城内整備含む

● 交通安全対策の推進 （６）－（イ）シビックプライドの向上に向けた取組→城内整備含む

13－2 身近な安心を実感できる消費活動など、日常生活における安全を高める取組を進めます。      該当無し

● 安心できる消費生活を実現する環境づくり

14－1
企業等と就労希望者双方のニーズを踏まえ、きめこまやかな就労マッチングに取り組みま
す。

（３）仕事の創出・就労と所得水準の向上

● 雇用と就労のマッチングの推進 （３）－（ア）若い世代の経済的安定

14－2
就労希望者に対して、職業意識の醸成や、企業の求める人材を踏まえた人材育成に取り組
み、就職力を高めていきます。

● 就労希望者の就職力向上の支援
（２）－（エ）人材育成
（３）－（ア）若い世代の経済的安定

14－3 多様な働き方を認めあうとともに、安心して働き続けられる環境づくりを進めます。 （３）仕事の創出・就労と所得水準の向上

● 多様な働き方を支える環境づくり （３）－（ア）若い世代の経済的安定

15－1 地域経済を支える「ものづくり産業」の競争力を高めます。 （３）仕事の創出・就労と所得水準の向上

● ものづくり産業の競争力強化に向けた支援 （３）－（エ）地域産業の競争力強化（分野別取組）

● ものづくり産業の集積の形成・維持・保全と活性化 （３）－（エ）地域産業の競争力強化（分野別取組）

15－2
環境と共生する持続可能な社会経済活動をめざして、産業の育成と次代を担う人材の育成を
進めます。

● 環境と産業の共生による地域経済の活性化 （３）－（ウ）地域産業の競争力強化（業種横断的取組）

● 次世代のものづくり産業を担う人材の育成
（２）－（エ）人材育成
（３）－（ウ）地域産業の競争力強化（業種横断的取組）

15－3 地域商業やソーシャルビジネスなど、地域に根差した事業活動の活性化を支援します。

● 地域社会を支える事業活動の支援
（２）－（エ）人材育成
（３）－（オ）尼崎に相応しい新たなビジネスの創出（ソーシャルビジネスの振興）

16－1
地域資源の活用や文化芸術活動の振興と担い手の育成によって、まちの魅力と活力を高めま
す。

（５）シビックプライドの醸成

● 地域文化を創造する次代の担い手の育成や連携の促進 （６）－（イ）シビックプライドの向上に向けた取組→城内整備含む
● 地域の資源を活かした新たな魅力づくり （６）－（イ）シビックプライドの向上に向けた取組→城内整備含む

16－2 まちの魅力を積極的に発信し、良好な都市イメージを創造します。 （５）シビックプライドの醸成

● 戦略的な情報発信によるまちのイメージの向上 （６）－（ア）シティプロモーションの促進

16－3 地域に愛着と誇りを持つ市民を増やすとともに、市内外の人の交流を促進します。 （５）シビックプライドの醸成

● 尼崎への愛着と誇りの醸成 （６）－（イ）シビックプライドの向上に向けた取組→城内整備含む

● 地域資源を活用した市内外の交流推進 （６）－（ア）シティプロモーションの促進

15
【地域経済の活性化】
地域経済の活性化による
にぎわいのまち

16
【文化・交流】

人をひきつける魅力があ
ふれるまち

14
【就労支援】

能力を活かし、いきいきと
働けるまち

13
【生活安全】

生活に身近な安心を実感
できるまち

（２）学校・社会教育と人材育成
（３）仕事の創出・就労と所得水準の向上

（２）学校・社会教育と人材育成
（３）仕事の創出・就労と所得水準の向上

（２）学校・社会教育と人材育成
（３）仕事の創出・就労と所得水準の向上
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●総合計画と総合戦略の対比

施策名称 施策の展開方向（総合計画） 戦略パッケージ（総合戦略）

17－1
文化財や歴史資料等の地域資源を保存・活用するとともに、地域の歴史や文化財に関する情
報を市内外に発信します。

（５）シビックプライドの醸成

● 歴史遺産の保存と活用 （６）－（ア）シティプロモーションの促進

17－2
地域の歴史に関心を持つ市民の学習機会や場所の充実など、ともに学びあえる環境づくりを
進めます。

（５）シビックプライドの醸成

● 地域の歴史に関与する学習機会の提示 （６）－（イ）シビックプライドの向上に向けた取組→城内整備含む

17－3
住んでいる地域や尼崎市への愛着と誇りが育つよう、地域の歴史や文化財等の魅力を分かり
やすくしっかりと伝えていきます。

（５）シビックプライドの醸成

● 住んでいる地域や尼崎市への愛着と誇りを育てる （６）－（イ）シビックプライドの向上に向けた取組→城内整備含む

18－1
環境の保全や創造に取り組む人やグループ、事業者のネットワークを広げ、市域での環境活
動を活性化します。

     該当無し

● 環境保全・創造に向けた活動の支援とネットワーク形成

18－2
地球温暖化の防止や循環型社会の形成、生活環境の保全に向けて、市民や企業の社会経済活
動を環境への負荷が少なく持続可能なしくみへと転換していく取組を進めます。

     該当無し

● 地球温暖化問題への対応
● 循環型社会の形成
● 生活環境の保全

18－3
身近な自然や生態系を守るなど、継続的な環境の保全や創造に取り組み、次の世代に引き継
いでいきます。

     該当無し

● 自然環境・生物多様性の保全

19－1
市民自らが住環境や住まいに関心を持ち、快適に安心して暮らせるまちづくりに積極的にか
かわっていける環境づくりを進めます。

（５）シビックプライドの醸成

● 誇りや愛着を持てる活力のある美しいまちづくり （６）－（イ）シビックプライドの向上に向けた取組→城内整備含む

● 市民が地域の住環境に関心を持ち、交流・協力してまちづくりに取り組める環境づくり （５）－（イ）人口減少等を踏まえた既存ストックのマネジメント強化→公共施設

19－2 快適に安心して住み続けることができるよう、魅力ある住環境の形成に取り組みます。 （６）土地利用と公共施設の見直し

● 市民主体のルールづくりや規制・誘導による良好な住環境の継承 （５）－（イ）人口減少等を踏まえた既存ストックのマネジメント強化→公共施設

● すべての人が快適に安心して住み続けられる住環境の確保 （５）－（イ）人口減少等を踏まえた既存ストックのマネジメント強化→公共施設

● 公園緑地・住宅地の維持・整備・更新 （５）－（イ）人口減少等を踏まえた既存ストックのマネジメント強化→公共施設

20－1
都市基盤の適切な整備・維持管理に取り組み、利便性と安全性を備えた生活空間を維持・創
出していきます。

（６）土地利用と公共施設の見直し

● 都市基盤の整備・維持による安全空間の創出 （５）－（ア）地方都市における経済・生活圏の形成→立地適正化

● 適切な維持管理によるライフサイクルコストの低減 （６）－（イ）シビックプライドの向上に向けた取組→城内整備含む

20－2
地域の特性に応じたルールづくりや、災害に関する情報の共有を進め、災害に強く安全なま
ちづくりに取り組みます。

（６）土地利用と公共施設の見直し

● 市民全体のルールづくりによる安全空間の創出と継承 （５）－（ア）地方都市における経済・生活圏の形成→立地適正化

20
【都市基盤】

安全・安心な都市基盤で
市民生活を支えるまち

17
【地域の歴史】

歴史遺産を守り活かすまち

18
【環境保全・創造】

環境と共生する持続可能
なまち

19
【住環境】

暮らしやすく快適な住環
境を備えたまち
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