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※本市は「SDGs日本モデル」宣言賛同自治体です。
【「SDGs日本モデル」宣言】
私たち自治体は、人口減少・超高齢化など社会的課題の解決と持続可能な地域づくりに向
けて、企業・団体、学校・研究機関、住民などとの官民連携を進め、日本の「SDGsモデ
ル」を世界に発信します。
① SDGsを共通目標に、自治体間の連携を進めるとともに、地域における官民連携による

パートナーシップを主導し、地域に活力と豊かさを創出します。
② SDGsの達成に向けて、社会的投資の拡大や革新的技術の導入など、民間ビジネスの力

を積極的に活用し、地域が直面する課題解決に取り組みます。
③ 誰もが笑顔あふれる社会に向けて、次世代との対話やジェンダー平等の実現などに

よって、住民が主役となるSDGsの推進を目指します。

第２次木津川市総合計画（SDGs対応版）について

 SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）とは、平
成27（2015）年9月の国連サミットにおいて、我が国を含む全193か国の合
意により採択された国際社会全体の共通目標です。2016年から2030年まで
の間に達成すべき17のゴール（目標）と、それに連なり具体的に示された
169のターゲットから構成されています。 

 「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の実現のた
め、先進国・開発途上国を問わず、公共・民間各層のあらゆる関係者が連携
しながら、世界全体の経済・社会・環境をめぐる広範な課題に統合的に取り
組むこととされています。 

 我が国では、平成28（2016）年12月にSDGs実施指針が策定され、自治体
においても、各種計画の策定等に当たってSDGsの要素を最大限反映するこ
とを推奨するとともに、関係団体等との連携強化などにより、SDGsの達成
に向けた取組みを推進することが求められています。 

 本市においても、SDGsの考え方を踏まえつつ、人口減少・少子高齢化が
もたらす社会的課題の解決と持続可能なまちづくりをより一層推進するため、
「第２次木津川市総合計画」（計画期間：平成31（2019）年度～令和10
（2028）年度）とSDGsとの関連性について明示した「第２次木津川市総合
計画（SDGs対応版）」を作成しました。

 市民、事業者をはじめ多様な主体の協働・連携のもと、本計画の実現と
SDGsの推進を図ってまいります。
 
                  令和４（2022）年３月
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貧困をなくそう
あらゆる場所のあらゆる形態の貧困
を終わらせる

飢餓をゼロに
飢餓を終わらせ、食料安全保障及び
栄養改善を実現し、持続可能な農業
を促進する

すべての人に健康と福祉を
あらゆる年齢のすべての人々の健康
的な生活を確保し、福祉を促進する

質の高い教育をみんなに
すべての人に包摂的かつ公正な質の
高い教育を確保し、生涯学習の機会
を促進する

ジェンダー平等を実現しよう
ジェンダー平等を達成し、すべての
女性及び女児の能力強化を行う

安全な水とトイレを世界中に
すべての人々の水と衛生の利用可能
性と持続可能な管理を確保する

エネルギーをみんなにそしてクリー
ンに
すべての人々の、安価かつ信頼でき
る持続可能な近代的エネルギーへの
アクセスを確保する

働きがいも経済成長も
包摂的かつ持続可能な経済成長及び
すべての人々の安全かつ生産的な雇
用と働きがいのある人間らしい雇用
（ディーセント・ワーク）を促進す
る
産業と技術革新の基盤をつくろう
強靭（レジリエント）なインフラ構
築、包摂的かつ持続可能な産業化の
促進及びイノベーションの推進を図
る

人や国の不平等をなくそう
各国内及び各国間の不平等を是正する

住み続けられるまちづくりを
包摂的で安全かつ強靭（レジリエン
ト）で持続可能な都市及び人間居住を
実現する

つくる責任つかう責任
持続可能な生産消費形態を確保する

気候変動に具体的な対策を
気候変動及びその影響を軽減するため
の緊急対策を講じる

海の豊かさを守ろう
持続可能な開発のために海洋・海洋資
源を保全し、持続可能な形で利用する

陸の豊かさも守ろう
陸域生態系の保護、回復、持続可能な
利用の推進、持続可能な森林の経営、
砂漠化への対処、ならびに土地の劣化
の阻止・回復及び生物多様性の損失を
阻止する
平和と公正をすべての人に
持続可能な開発のための平和で包摂的
な社会を促進し、すべての人々に司法
へのアクセスを提供し、あらゆるレベ
ルにおいて効果的で説明責任のある包
摂的な制度を構築する
パートナーシップで目標を達成しよう
持続可能な開発のための実施手段を強
化し、グローバル・パートナーシップ
を活性化する

SDGs17のゴール

（出典）環境省「すべての企業が持続的に発展するために－持続可能な開発目標（SDGs）活用ガイド－［第２版］」（令和２年３月）
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資料の構成
 「第２次木津川市総合計画（SDGs対応版）」は、平成31（2019）年３月に策定
した「第２次木津川市総合計画」の内容をベースとして、計画の全体像及び基本方
針についてのSDGsとの関連性を示すものです。
 「全体像×SDGs」では、基本構想で定められた17の政策分野ごとに具体的に取
り組む47の施策について、SDGsゴールとの関連を整理しました。
 「基本方針×SDGs」では、各基本方針の概要や主な取組み項目について再掲す
るとともに、具体的な取組み・事業についてSDGsゴールとの関連を整理しました。

「SDGsイシューマップ」について
 「第２次木津川市総合計画」に基づく施策が、SDGsの複数のゴールに関連し、
相互に影響し合っていることを分かりやすく示すため、SDGs de 地方創生運営事務
局（issue+design（特定非営利活動法人イシューデザイン）及びProject Design
（株式会社プロジェクトデザイン））がデザインした「SDGsイシューマップ」を
活用しました。

 17のゴールはSDGsの最も大切な考え方ですが、誤解を生みがちなのが、個のゴールの位置付けです。目
標は便宜的に分かれていますが、ゴールはそれぞれ独立して存在しているものではなく、互いに密接に関
連しています。あるゴールの達成のための行動が他のゴールを阻害することもあれば、逆に複数のゴール
に好影響を与える活動もあるのです。
 SDGsイシューマップは、そんな17のゴールが、すべてつながっていて、１つのゴールを達成するために
は、他の目標とのつながりを考えなければならないことを理解するためにデザインされました。

（出典：SDGs de 地方創生 https://sdgslocal.jp/local-sdgs/）
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■基本方針１　ともに「学び」「喜び」「成長し」未来を生きる子どもを育むまちづくり

総合計画の全体像 × SDGs

政策分野１　子育て　　　　　　　　［施策］①子育て支援　②母子保健・母子福祉
③乳幼児期の教育・保育サービス　④児童虐待防止

政策分野２　教育　　　　　　　　　［施策］①教育環境　②学校教育　③子どもの健全育成

■基本方針２　誰もが生き生きと、生涯元気で暮らせるまちづくり
政策分野３　健康　　　　　　　　　［施策］①保健・医療（救急）　②福祉医療　③医療保険
政策分野４　福祉　　　　　　　　　［施策］①地域福祉　②高齢者福祉　③障がい者福祉
政策分野５　文化　　　　　　　　　［施策］①生涯学習　②スポーツ

■基本方針３　一人ひとりが認め合い、力を発揮できるまちづくり
政策分野６　共生　　　　　　　　　［施策］①人権教育・啓発　②国際化・友好都市交流　③男女共同参画
政策分野７　協働　　　　　　　　　［施策］①市民参加・参画　②地域コミュニティ

■基本方針４　人・資源・立地を活かし、未来を拓く産業のまちづくり
政策分野８　観光交流　　　　　　　［施策］①観光振興　②文化財の保全・活用
政策分野９　産業・雇用　　　　　　［施策］①農林業　②商工業　③雇用対策
政策分野10　関西文化学術研究都市　［施策］①関西文化学術研究都市の活用

■基本方針５　災害などから市民を守り、安心・安全に暮らせるまちづくり
政策分野11　防災・減災　　　　　　［施策］①災害対策　②地域防災
政策分野12　防犯・交通安全　　　　［施策］①防犯・交通安全　②消費者保護

■基本方針６　快適で住みよい生活環境と、豊かな自然に恵まれたまちづくり
政策分野13　都市基盤　　　　　　　［施策］①都市環境　②住宅　③上下水道
政策分野14　交通ネットワーク　　　［施策］①道路　②公共交通
政策分野15　自然・環境　　　　　　［施策］①地球環境保全　②環境美化　③循環型社会

■基本方針７　効果的・効率的な行政運営と市民に開かれたまちづくり
政策分野16　情報　　　　　　　　　［施策］①情報公開　②広報　③情報セキュリティ
政策分野17　行財政運営　　　　　　［施策］①行政サービス　②行財政改革　③財政基盤の確立

④財産管理　⑤組織・人材育成　⑥広域連携

※それぞれのキーワードに付されている数字は、
　政策分野（１～17）及び施策（１～６）を表しています。 4



■基本方針１ × SDGs
 ともに「学び」「喜び」「成長し」未来を生きる子どもを育むまちづくり

 「子育てするなら木津川市」といわれるまちを目指し、誰もが安心して子どもを生み育てられるよう、地域の
力を結集して子育て支援を進めるとともに、次代を担う子どもたちが個性や能力を伸ばしながら、たくましく生
きることができる教育・保育環境を整備し、未来を生きる子どもを育むまちづくりを進めます。

政策分野１ 子育て

政策分野２ 教育

【子育て支援】■子ども・子育て支援事業の推進■安心して子育てできる環境づくり■子どもの居場所づくりの
推進■子育て世代包括支援センターの充実 【母子保健・母子福祉】■母子保健・福祉の充実■ひとり親家庭へ
の支援 【乳幼児期の教育・保育サービス】■乳幼児期の教育・保育サービスの充実■待機児童対策の充実■小
規模保育事業・公立保育所の民設民営方式の推進 【児童虐待防止】■児童虐待の防止

【教育環境】■子どもの教育環境の充実 【学校教育】■子どもの可能性を伸ばす教育の推進■地域の特徴を活
かした教育内容の充実■地域の力を活かして子どもを育む 【子どもの健全育成】■子どもの健全育成に向けた
地域・学校での取組みの充実■子どもの防犯体制の強化

※それぞれのキーワードに付されている数字は、
 該当する政策分野（１又は２）を表しています。 5



3 救急医療体制
（山城総合医療センター）

3 休日診療体制

3 精神障がい者への支援

3 福祉医療費助成

3 健康まつり

3 国民健康保険・後期高齢者医療制度

4 地域で見守り・支えあう体制づくり

4 犯罪のない地域社会

4 公共施設のバリアフリー化

4 自殺者対策

4 生活保護受給者、生活困窮者
への自立支援

4 介護予防

4 保健師・栄養士・医師などの連携した
健康づくり、知識の普及・啓発

4 地域包括ケアシステム

4 認知症対策

4 住まいの確保と
防災・防犯対策

4 障がいのある方への自立支援

4 障がい者福祉の推進

4 高齢者の尊厳の確保と
権利擁護の推進

4 高齢者の生きがいづくりと社会参加
（シルバー人材センター、老人クラブなど）

5 生涯学習の充実

5 スポーツ活動の促進
3 保健・健康づくり事業

4 医療と介護の連携
4 介護保険制度

 誰もが住み慣れた地域で生涯元気で、そして自分らしく生き生きと暮らせるよう、子どもから高齢者までの健
康づくりに取り組むとともに、必要な時に医療や福祉が受けられ、地域社会の中で知識や能力を十分に発揮でき
る体制づくりを進めます。また、市民一人ひとりが心豊かに暮らせるよう、年齢に関係なく学び、スポーツを楽
しむことができるまちづくりを進めます。 

政策分野３ 健康
【保健・医療（救急）】■安心して医療を受けられる体制づくり■ともに健康でいきいきとしたまちづく
り 【福祉医療】■安心医療の推進 【医療保険】■国民健康保険及び後期高齢者医療制度の充実■とも
に健康でいきいきとしたまちづくり

政策分野４ 福祉
【地域福祉】■地域福祉の推進■自殺者対策■生活保護受給者、生活困窮者への自立支援 【高齢者福
祉】■介護予防と健康づくりの総合的な推進■生きがいづくりと社会参加の促進■住み慣れた地域で安心
して生活できる支援体制の充実■高齢者の尊厳の確保と権利擁護の推進■利用者本位の介護保険事業の推
進  【障がい者福祉】■障がい者福祉の計画的な推進■障がいのある人などの自立に向けた支援

政策分野５ 文化

■基本方針２ × SDGs
 誰もが生き生きと、生涯元気で暮らせるまちづくり

【生涯学習】■生涯学習の充実と施設環境の整備■市民との連携による生涯学習の推進 【スポーツ】■
スポーツ活動の促進

4 地域包括ケアシステム

５ スポーツ施設の充実

※それぞれのキーワードに付されている数字は、
該当する政策分野（３～５）を表しています。
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 性別や国籍、文化、価値観の違いを問わず、互いに認め合い、多様性を尊重しあいながら、誰もが「一人の人
間として大切にされている」ことを実感でき、健やかに暮らせる環境づくりを進めます。そして、市民と行政の
連携・協働が進み、市民一人ひとりが個性や能力を活かし、主体的に地域で力を発揮できるまちづくりを進めま
す。 

政策分野７ 協働

政策分野６ 共生

【人権教育・啓発】■一人ひとりを尊重するまちづくり■人権相談・情報発信拠点の充実 【国際化・友
好都市交流】■多様・多彩な人々の英知を結集するまちづくりの実現 【男女共同参画】■男女がともに
輝くまちづくり■女性の就業支援・情報発信拠点の充実

【市民参加・参画】■市民参画の推進 【地域コミュニティ】■自治会など地域コミュニティの活性化 
■学校などとの地域連携

■基本方針３ × SDGs
 一人ひとりが認め合い、力を発揮できるまちづくり

※それぞれのキーワードに付されている数字は、
 該当する政策分野（６又は７）を表しています。 7



　関西文化学術研究都市の最先端の科学技術や交通利便性など立地の優位性を活かし、既存産業やまちづくりと
連携・融合することで新たな価値の創造を目指すとともに、未来を担う子どもたちの知的好奇心の醸成や誇りを
持てるまちづくりを推進します。また、豊かな自然や長年培われてきた歴史文化など豊富な地域資源を大切に守
りながら活用し、観光やまちづくりに活かすことで、市の魅力を高め、活力と賑わいを生み出し、未来を拓くま
ちづくりを進めます。 

政策分野８ 観光交流

政策分野９ 産業・雇用

政策分野10 関西文化学術研究都市

【観光振興】■観光振興■歴史と自然のネットワークづくり■旧奈良街道や大仏鉄道の活用　【文化財の
保全・活用】■歴史的・文化的遺産の保全と活用■市民との連携による歴史学習の推進と文化財の公開

【農林業】■安定した付加価値の高い農業の振興■豊かな里山づくりへの林業の振興　【商工業】■商業
の活性化■中小企業振興■伝統産業の支援・振興■市内企業の連携強化■企業誘致■コミュニティ・ビジ
ネスの促進　【雇用対策】■創業支援・雇用対策の充実

【関西文化学術研究都市の活用】■関西文化学術研究都市の整備促進■関西文化学術研究都市との連携　

■基本方針４ × SDGs
 人・資源・立地を活かし、未来を拓く産業のまちづくり

※それぞれのキーワードに付されている数字は、
　該当する政策分野（８～10）を表しています。 8



　市民の生命や財産を守り、安心で安全な暮らしを確保するため、誰もが災害発生時に迅速かつ的確に行動でき
るよう、情報提供に努めます。また、災害に強い都市基盤の整備や危機管理体制の強化を図るとともに、地域の
防災・防犯体制を充実し、犯罪や事件が起こりにくく、すべての市民が、安心で安全に暮らせるまちづくりを進
めます。 

政策分野11 防災・減災

政策分野12 防犯・交通安全

【災害対策】■治山・治水対策の強化■地震対策などの強化　【地域防災】■危機管理体制の強化■消
防・防災施設と避難所の整備■自主防災組織の充実■要支援者対策などの充実

【防犯・交通安全】■安心・安全なまちの推進■市営駐輪場・駐車場の適正な管理運営■交通安全対策の
推進　【消費者保護】■消費者保護対策の推進

■基本方針５ × SDGs
 災害などから市民を守り、安心・安全に暮らせるまちづくり

※それぞれのキーワードに付されている数字は、
　該当する政策分野（11又は12）を表しています。 9



 交通の利便性や関西文化学術研究都市の強みと魅力を活かした都市的な便利さ、身近な自然を併せ持つ持続可
能な都市環境を整備し、快適で住みよい生活環境を形成するとともに、子どもから高齢者まですべての世代が環
境に優しい取組みを進め、豊かな自然環境を守りながら魅力あるまちづくりを進めます。

政策分野13 都市基盤

政策分野14 交通ネットワーク

政策分野15 自然・環境

【都市環境】■計画的な土地利用■学研地区の景観形成・土地利用■木津駅東周辺地区整備事業の検討■
人口減少地域の活性化■情報発信基盤の整備■墓地の適正管理 【住宅】■豊かで安心できる住宅セーフ
ティネットの形成■市民の安心・安全な生活環境の確保 【上下水道】■上水道の安定供給■下水道（汚
水処理施設）の整備と持続的なサービスの提供

【道路】■広域道路網の整備■主要地方道の整備■地域間循環道路の整備■地域内生活道路網の整備■道
路の適切な維持管理 【公共交通】■地域公共交通ネットワークの形成■コミュニティバスの運行■鉄道
利用者の利便性の向上

【地球環境保全】■地球環境の保全と継承 【環境美化】■木津川や山々の緑の保全と育成■宅地内緑化
の推進■公園、緑地などの整備・維持管理■河川・地下水の水環境の保全■し尿と浄化槽汚泥の安定処理
■ペットの適正飼養 【循環型社会】■環境教育と環境保全活動の推進■ごみの適正処理・減量化

■基本方針６ × SDGs
 快適で住みよい生活環境と、豊かな自然に恵まれたまちづくり

※それぞれのキーワードに付されている数字は、
 該当する政策分野（13～15）を表しています。 10



 多様化、複雑化する市民ニーズに対応しつつ、持続可能な都市経営を目指すため、積極的な情報公開を行うと
ともに、市民の声や意見の的確な把握に努めます。また、様々な分野での広域連携や、限られた経営資源の効果
的配分による行政運営の効率化や財政の健全化を視点に置いたまちづくりを進めます。 

政策分野16 情報

政策分野17 行財政運営

【情報公開】■情報公開制度の充実■文書事務・保存の適正化 【広報】■広報・ホームページなどの充
実 【情報セキュリティ】■電子市役所の構築と情報セキュリティの強化

【行政サービス】■総合計画の推進■まち・ひと・しごと創生「人口ビジョン」「総合戦略」の推進■住
民基本台帳の適正な管理■住民基本台帳ネットワークシステム、戸籍情報システム、コンビニ交付システ
ムの適正管理と運用■窓口サービスの充実 【行財政改革】■効果的・効率的な事業の実施■民間の力を
活用した公共施設の管理・運営 【財政基盤の確立】■税源基盤などの強化■財政基盤の確立■入札・契
約制度の適正利用 【財産管理】■財産の適正管理と施設の有効利用 【組織・人材育成】■組織・機構
の強化■人材育成の充実 【広域連携】■地方分権への対応■広域的な連携・協力体制の推進

■基本方針７ × SDGs
 効果的・効率的な行政運営と市民に開かれたまちづくり

※それぞれのキーワードに付されている数字は、
 該当する政策分野（16又は17）を表しています。 11
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