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政策１

第 5 次太子町総合計画 まちづくりの歩み

( Ｈ３１)

健康でいきいきと暮らせるまちづくり

【健康づくり、スポーツ、保健・医療サービス】
・総合公園園路整備 (H22)
・こころの健康講座、こころの健康相談 (H23･24)
・未熟児養育医療給付 (H25)
・3 歳までの医療費無料化 (H26)
・人間ドック助成対象を全医療機関に拡大 (H26)
・個別での予防接種 (H26)
・いきいき百歳体操の普及啓発 (H26)
・特定不妊治療費の助成 (H27)
・特定健診対象医療機関を姫路市に拡大 (H27)
・胃がんリスク検診 (ABC 検診 )(H27)
・夢チャレンジスポーツ教室 (H27)
・総合公園町民グラウンドの整備 (H27)
・テニスコートのナイター設備の整備 (H28)
・就学前児童の医療費無料化 (H28)
・若年者在宅ターミナルケアへの支援 (H28)
・歯周病検診 (H28)
・中学 3 年生までの医療費無料化 (H29)
・後期高齢者対象の歯科検診 (H29)
・不育症治療への支援 (H29)
・総合公園健康遊具の設置 (H29)

町では、平成 22 年から始まった第 5 次太子町総合計画の９つの政策目標の実現を通して、このまちに「住み
続けたい」「住んでみたい」と、町内外の人に思っていただけるよう、まちづくりを進めてきました。
この 10 年に歩んできたまちづくりの取り組みの中で、新しく始まった事業の一部をピックアップしてご紹介
します。
総合計画は「未来のまちの設計図」。これから策定する第 6 次太子町総合計画策定のため、皆さんのまちづく
りへのご意見とご希望をお寄せください。
政策３

子ども達の笑顔があふれるまちづくり

【子育て、学校教育、地域での育み】

誰もが支え合って暮らせるまちづくり

【高齢者福祉、障害者福祉、地域福祉】
・障害児通所への支援 (H24)
・障害者就労支援施設からの物品購入 (H25)
・高齢者等安心見守りネットワーク構築 (H25)

美しくすがすがしいまちづくり

【環境、水道、下水道】

・認知症カフェ (H27)
・いきいき百歳体操での栄養講話 (H27)
・生活支援サポーター養成講座 (H28)
・住民主体型訪問サービス (H28)
・西播磨成年後見支援センターの開設 (H28)
・生活支援コーディネーターの配置 (H28)
・かみかみ百歳体操の普及啓発 (H27)
・高齢者等の買い物支援 (H29)
・認知症初期集中支援チームの配置 (H29)
・総合公園園路の延長 (H29)
・議会傍聴の手話通訳、要約筆記の開始（H29）
・認知症地域支援推進員の配置 (H29)

快適で住みやすいまちづくり

【街区・交通網形成】

・立岡山北配水池整備 (H22-H24)

・揖保線の一部開通 (H23)

・小学校への外国語活動補助員の配置 (H23)

・水道ビジョン策定 (H23-H24)

・糸井南地区区画整理 (H23)

・斑鳩小学校屋内運動場の改築 (H23)

・水道料金のコンビニ収納 (H23)

・やすらぎタクシー (H24)

・中学校への ALT を配置 (H24)

・老朽水道管の更新 ( 耐震化 )(H26)

・斑鳩地区歴史的景観形成地区の指定 (H24)

・小学 1 年生指導補助員の配置 (H26)

・雨水貯留施設設置費用助成 (H26)

・JR 網干駅西南地区土地区画整理 (H24)

・土曜日英会話教室の開催 (H26)

・住宅用太陽光発電システム設置補助 (H26-H29)

・網干線道路の整備 (H25)

・学校指導主事の配置 (H27)

・雨水幹線の整備 ( 糸井南・竹広南地区 )(H29）

・鵤旧国道外歩道美装化 (H27)

・小中学校体育館の照明の LED 化 (H27)
・小中学校への防犯カメラ設置 (H27)
・学童保育園の対象拡大 (H27)
・延長保育事業 (H27)
・認定こども園の開設 (H28)
・民間学童保育園の開設 (H28)
・適応指導教室の開設 (H28)
・子育て世代包括支援センターの設置 (H29)
・学校給食センター改築基本計画策定 (H29)
・産前産後サポート事業 (H29)
・産後ケア事業 (H29)
・幼稚園、小中学校への楽器の贈呈 (H29)
・子育て支援ガイドの配布 (H30)

・太子町自転車ネットワーク計画 (H28)

政策７

憩いふれあいがある心豊かなまちづくり

【憩い、ふれあい、文化、観光】
・図書館図書のインターネット予約 (H24)
・日本語教室の開催 (H26)
・みそ作り体験ツアーの開催 (H26)
・町公式フェイスブックの開設 (H27)
・ブックスタートの開始 (H28)

・高齢者等の買い物支援 (H29)
・鵤地区道しるべ設置 (H29)
・立地適正化計画策定 (H29)
・空き家調査、空き家等対策計画策定 (H30)

政策９

自治と連携による力強いまちづくり

【参画と協働、行政サービスの向上】

・町公式ユーチューブの開設 (H28)

・出生者、転入者等への記念品贈呈 (H26)

・斑鳩寺庫裏の修復 (H28)

・ペイジー口座振替サービス (H26)

・南総合センターの改築 (H29)

・地区放課後子ども教室の開催 (H27)

・ファミリーサポートセンターの設置 (H29)

・連携中枢都市圏構想への参画 (H27)

・聖徳太子没後 1400 年プロジェクト (H30)

・庁舎、地域交流館の竣工 (H27)
・庁舎総合案内の設置 (H27)

・いきいき百歳体操の普及啓発 (H26)
・地域ケア会議の開催 (H27)

政策５

・学校メール配信システム (H22)

・ファミリーサポートセンターの設置 (H29)

政策２

政策６

・繁忙期役場の休日開庁 (H27)

政策４

安心して暮らせるまちづくり

【防災、防犯、交通安全】

政策８

産業の活気あふれるまちづくり

・税金等のコンビニ収納の開始 (H27)

【農業、商業、工業】

・太子高校との連携協定の締結 (H27)

・発災型防災訓練の実施 (H22)

・消費者相談員の設置 (H22)

・町公式フェイスブックの開設 (H27)

・避難行動要支援者の個別計画の作成 (H23)

・若者サポートステーション相談会 (H24)

・町公式ユーチューブの開設 (H28)

・たいし安全安心ネットの運用 (H24)

・ふれあい農業塾の開催、農地バンクの開設 (H25)

・コンビニでの証明書の交付 (H28)

・防犯灯のＬＥＤ化 (H25)

・太子みそ用大豆の栽培補助 (H25)

・自治会公民館のバリアフリー改修への補助 (H28)

・住宅耐震化推進事業の実施 (H26)

・岩見構下ほ場整備 (H27)

・ふるさと納税へのお礼品贈呈 (H28)

・避難所標識の整備 (H26)

・庁舎農産物生産出荷団体への支援 (H28)

・議会中継の開始 (H29)

・給水バルーンの整備 (H27)

・創業塾の開催 (H29)

・クレジットカード収納 (H29)

・庁舎ＬＥＤ情報板の設置 (H27)

・企業市民の認定 (H29)

・防犯カメラ設置団体への補助 (H27)

・山椒苗木の新植者への補助 (H29)

・小学校へ災害用井戸を設置 (H29)

・ヒナサイ山水路改修事業 (H29)

・防災行政無線の実施設計 (H30)

・創業者融資保証料補助（H30）

第 5 次太子町総合計画書及び概要版については、
町ホームページに掲載しています。
http://www.town.hyogo-taishi.lg.jp

