ひ と

4.人権の尊重と多文化共生社会の実現
あるべき
未来の姿

一人ひとりの人権が守られ多様な文化が共生する社会を実現

中長期的に目指すゴール
ジェンダーに基づく差別に
終止符を打つ
▶女性活躍社会の実現
▶基本的人権の遵守

貧困をなくし不平等を是正する
▶様々なサービスへの平等なアクセ
スを実現

持続可能で平和な社会を構築
▶暴力や犯罪のない社会の実現
▶個人の権利保護の確立
成果指標

現状値（令和 2 年度） 目標値（令和 8 年度）

人権が尊重されているまちだと思う市民の割合

72.2％

75.0％

現 状 と 課 題
●人権問題を知識として学ぶだけでなく、人権への配慮、態度や行動に現れるような人権感覚
を育成する必要があります。「守谷市人権施策推進基本計画」に基づき、市民、事業者及び
団体等と連携し、人権尊重の教育や啓発を行います。また、性的マイノリティを正しく理解
することにより、いきいきとした共生それぞれの多様性を認めあう社会づくりに取り組む必
要があります。
●「守谷市第三次男女共同参画推進計画」に基づき広報等による啓発活動や講座、研修を継続
的に実施していくことで男女共同参画意識のさらなる向上を図ります。また、性的マイノリ
ティを正しく理解することにより、いきいきとした共生社会づくりに取り組む必要がありま
す。
●あらゆる人に対する虐待やパートナーへの暴力（DV）の撲滅のため、啓発・周知活動に取り
組むとともに、相談体制の充実を図り、虐待等の未然防止や早期解決を図ります。また、児
童虐待の対応については、子ども家庭総合支援拠点の関係機関と連携し、子どもたちが安心
安全な生活が送れるように、家庭内の環境調整に取り組んでいきます。
●高齢者の権利擁護業務は、地域包括支援センターと市の連携の下、適切に対応しています。
●新型コロナウイルス感染症の影響を受けた姉妹都市交流事業や守谷市国際交流協会の事業に
ついては、今後の国際交流の在り方を再考するとともに、国際交流事業を再開し、子どもか
ら高齢者までが、気軽に参加できる国際交流の場の創出に向けて取り組む必要があります。
●対象となる方が成年後見制度を知らず、相談に結びつかないケースもあるため、市民への講
演会や事業所のケアマネジャーへの研修を行い制度の周知に取り組む必要があります。
●英語圏に偏らず広く外国人住民に情報提供をするために、やさしい日本語による情報の発信
や職員向けのやさしい日本語研修を実施しています。
●障害者差別解消法に基づき、障がい者への合理的配慮が求められています。
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主管課

関係課

人権推進課

市民協働推進課、のびのび子育て課、社会福祉課、
健幸長寿課、学校教育課、生涯学習課、教育指導課

実現のための取組
１ 人権尊重意識の向上
▪人権教育講演会、職員研修会、相談事業
の実施
▪人権週間に合わせた街頭啓発の実施
▪市民全体の人権尊重意識の高揚を図る
啓発の推進
▪多様性の尊重意識を図るための性的マ
イノリティに関する理解と啓発活動の
推進

２ 男女共同参画意識の向上
▪市民や事業者に対する啓発の推進
▪相談窓口の設置や推進体制の強化
▪男女共同参画推進委員会の開催
▪性的マイノリティに関する理解と啓発
の推進

３ 虐待などの人権問題の解消
▪関係機関との連携強化
▪児童及び高齢者、障がい者、パートナー
間での虐待の発生防止と早期発見
▪虐待予防、育児不安に対応できる健診・
相談・訪問の充実
▪家族介護者への支援

４ 国際交流の推進
▪姉妹都市交流の充実と市民参加の国際
交流・国際理解事業の推進
▪国際交流団体の支援と国際交流事業の
促進
▪市内在住外国人との多文化交流の促進、
地域社会への参画促進
▪多文化共生社会の実現に向けた意識啓
発とボランティア人材の確保
▪国際交流団体と連携した外国人のコ
ミュニケーション支援の推進
▪行政情報の多言語化・やさしい日本語で
の情報発信の強化

役

割

分

担
市民の役割

行政の役割

 市民一人ひとりが人権尊重への理解を深め、
差別意識の解消に努めます。
 市民は男女共同参画の意識を持ち、性別役割
分担意識をなくすよう努めます。
 事業者は、男女共同参画への理解を深め、事
業所内の男女差別の解消や人権意識を高め、
ハラスメントの防止や合理的配慮を行うよ
うに努めます。
 守谷市国際交流協会等の活動団体は、国際交
流を推進するとともに、市内在住外国人の支
援についても検討し、行政と連携して取り組
みます。

 人権尊重に関する啓発及び教育を推進します。
 人権侵害や差別にあった場合は、早期に実態
を確認し、被害者の救済措置を講ずるととも
に、発生要因を解消し、再発防止に努めます。
 多様性を尊重するための啓発活動を推進し
ます。
 国際交流・国際理解の機会を積極的に設け、
市民参加を促します。
 また、守谷市国際交流協会等の活動を支援す
るとともに、連携して国際交流の推進に取り
組みます。
 多文化共生社会の実現に向け、市内在住の外
国人のコミュニケーション支援等に取り組
みます。

個

別

計

画

・守谷市人権施策推進基本計画
・守谷市第三次男女共同参画推進計画
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くらしの基盤

14.地場産業の活性化
あるべき
未来の姿

特色ある地場産業が活気づくとともに
地域資源の魅力を展開する

中長期的に目指すゴール
生産性の高い農業により
安定的に食料を確保する
▶農業生産性向上の強化
▶持続可能な資源活用
持続可能な産業と
イノベーションの拡大
▶新技術への投資の拡大
▶産業活動での CO2削減

だれもが働きがいのある
仕事を持つ機会を得る
▶雇用機会の充実
▶生産性向上と失業の減少
持続可能な生産と消費を確保する
▶地産地消の推進
▶廃棄物の発生防止と削減

生物多様性を維持し
生態系サービスを享受する
▶自然資源の保全・活用と魅力発信
▶豊かな生態系の維持
成果指標

現状値（令和 2 年度） 目標値（令和 8 年度）

市内総生産額の増加率

現状値を 100％
（300,165 百万円）

110%

地域資源の入込客数

225,173 人
（令和元年度数値）

247,690 人

現 状 と 課 題
●農地中間管理事業により担い手への農地の集積・集約を推進し、農用地の有効活用及び農業
の生産性を向上し、農業経営の効率化を図る必要があります。さらに、生産性を高め安定した
収入の確保を図るため、ICT や IoT 技術を活用したスマート農業を推進することが重要です。
●農地は、農産物の生産機能以外に、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の
形成などの多面的な機能を有しているため、農地の保全と有効的活用が重要です。
●農業の担い手が減少傾向にあることから、次世代の担い手を確保するために、農業機械等の
初期投資や安定した農業収入を支援する施策や新規就農者への技術サポートと経営支援を充
実していく必要があります。さらに、都市型農業による地場農産物の地域内循環（地産地消）
を推進し、農業生産の活性化を図るとともに、安全安心で新鮮な食材の持続可能な需給を形
成する必要があります。
●依然として軽減しない鳥獣による農作物の被害を防ぐため、令和 3 年度から鳥獣被害対策実
施隊を結成し、有害鳥獣の捕獲強化を図っています。今後も県や関係機関と連携・協力し、農
業被害の軽減・防止対策を推進する必要があります。
●中小企業事業資金融資あっ旋事業により市内企業者の金融の円滑化を図り、市内事業者の事
業継続を下支えし、雇用確保・創出を図っていく必要があります。
●自然災害等への備えといち早い復旧を支援するため「中小企業強靭化法」に基づき、小規模事
業者の「事業継続力強化」の取組を商工会と市が共同で支援していくことが必要です。
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主管課

関係課

経済課

―

●小規模企業は、市内の雇用や地域経済を支えていますが、経済のグローバル化、少子高齢化、
働き方改革等の環境の変化により、厳しい経営環境にあります。小規模企業の持続的な発展
が地域経済の活性化、市民生活の向上等に寄与することから、小規模企業の振興に関する条
例等を制定し、市や商工会、地域金融機関など支援団体の役割を明確にするとともに、支援
団体と連携して継続的に支援する必要があります。また、商工会は、本市の商工行政の一翼
を担っているため、一層の連携・協力していくことが重要で、支援していく必要があります。
●働き方の多様化が急速に進んだことから、テレワーク、時差出勤などの制度の導入・活用を
促進し、ワーク・ライク・バランス社会の展開を推進していく必要があります。
●守谷駅周辺における都市機能誘導区域の低未利用地等に商業施設を誘導し、守谷駅周辺の活
気を図る必要があります。令和 4 年度にオープンする守谷駅東口市有地における商業施設の
立地やオープンスペースの活用による新たな賑わいの創出を図る必要があります。に向け、
これまで守谷駅西口を中心に展開してきた「商工まつりきらめき守谷夢彩都フェスタ」や
「MOCO フェスタ」などを含めた新たなイベントを検証する必要があります。増加させ、活
気あるまちを目指すことが必要です。
●（仮称）新守谷駅周辺土地区画整理事業や（仮称）守谷 SA スマート IC 周辺土地区画整理事
業の整備を強力に推進していき、未来に向かって、賑わいの創出がされるよう有効的な土地
活用を検討していく必要があります。
●貴重な地域資源である守谷野鳥のみち・守谷城址は、守谷市観光協会を中心に整備・保全に
努めています。首都圏近郊という地の利を生かし、地域の資源を活用し、集客人口を増加さ
せ、活気あるまちを目指すことが必要です。

実現のための取組
１ 農業の支援
▪農地の有効活用
▪農業の担い手の育成・確保
▪スマート農業の推進
▪６次産業化の推進

▪地産地消の推進
▪持続可能な都市型農業の推進
▪農地の多面的機能の保全
▪有害鳥獣の捕獲強化と推進

２ 商工業の発展
▪小規模企業事業者の支援
▪地域商業の充実
▪守谷駅周辺の市内商業活性化の推進

▪新たな産業拠点の創出と誘導
▪ワーク・ライフ・バランスの推進
▪デジタル化の推進

３ 地域資源の有効的な活用
▪守谷駅前の賑わいの充実
▪イベントによる交流人口の増加
▪グリーンインフラの推進

▪野鳥のみちの保全と発信
▪地域資源の積極的な情報発信
▪持続可能な自然環境の活用
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くらしの基盤

14.地場産業の活性化

役

割

分

担
市民の役割

 地元農産物の消費に理解を深めます。
 プライベートの充実と働きがいを両立します。

 農地の持つ多面的機能の維持・保全に努め
ます。

 賑わいと活気を生むまちの取組に参加し協
力します。

 多様な働き方を実現するための環境整備を
推進します。

 大切な地域資源に誇りを持ち見守っていき
ます。

 商業の活性化を図り、賑わいを創出します。

個

別

計

 地域資源を創出と充実を目指し様々な取り
組みを支援します。

画

・守谷市農業委員会農地等の利用の最適化に
関する指針
・農業農村整備事業管理計画
・農業振興地域整備計画
・守谷市農業基本構想
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行政の役割

・守谷市人・農地プラン
・守谷市鳥獣被害防止計画
・守谷市創業支援計画
・先端設備導入計画に係る導入促進基本計画

