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ごあいさつ

　本市では、平成２９年度を初年度とした「第２次たつ
の市総合計画・前期基本計画」において、「挑戦の１０
年」を掲げ、市民・団体・事業者等が具体的に取り組む
ことを明記し、まちづくりの指標となる目標値（ＫＰＩ）
を設定し、市民・行政・団体・企業など、あらゆる主体
が連携・協働しながら目標値を達成するよう「自立した
地域づくり」に積極的に取り組んでまいりました。

　計画策定から５年が経過し、この間、本市を取り巻く
状況は、子育て世代に転入超過の兆しが生じたものの、
少子化、転出超過による人口減少は進行しており、加

えて、新型コロナウイルス感染症の世界的流行は、これまでの社会のあり方を一変さ
せ、市民生活や地域経済へ甚大な影響を及ぼしました。
　一方で、デジタル社会（Society5.0）の進展やＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の理
念が広がりつつあるなど、これまでの働き方や社会構造を転換しようとする意識、行
動の変容が生じようとしています。

　これらを踏まえ、令和４年度からの５年間を計画期間とする「第２次たつの市総合
計画・後期基本計画」では、「前期基本計画」で実施した施策や目標達成度を評価・検
証するとともに、社会環境の変化により新たに生じた課題や市民アンケート調査、市
民対話広場事業を通して把握した地域のニーズなどを整理し、コロナの次の時代を
見据えながら、引き続き、市民・団体・事業者等が取り組む役割を明確化し、市民の
利便性向上や業務の簡素化・効率化を実現するスマート自治体への転換を推し進め
てまいります。
　また、これまで重点的に取り組んでまいりました「子育て支援」「人口減少対策」「経
済の活性化」をより一層深化させ、「第２期たつの市まち未来創生戦略」と一体的に推
進するとともに、バックキャスティングの考え方から、選択と集中による持続可能な
行政運営に取り組み、本計画に示された各施策を迅速かつ確実に実行することで、
すべての市民が自分らしく活躍することができる「快適実感都市　たつの」の実現を
目指します。

　最後に、この計画策定に当たり、熱心にご審議いただきました総合計画審議会委
員、市議会議員の皆様をはじめ、市民アンケートや市民ワークショップなどでご意見、
ご提言をいただいた多くの皆様に心から感謝申し上げます。

たつの市長



桜

（平成17年10月１日制定）
市花

梅

（平成17年10月１日制定）
市木

市章は、たつの市のローマ字の頭文字
「Ｔ」を図案化したもので、光豊かな
太陽と実りの大地、揖保川から湧き
立つ清風を 赤・緑・青の３色で描き、
自然に恵まれた 市域と未来への飛翔
を表現しています。

（平成17年10月１日制定）
市章



都市宣言

 平成18年12月26日議決●人権尊重都市宣言

　人権は、近代社会の原理として、何人にも保障されている基本的な自由と権利であり、日
本国憲法においても、人権の享有と平等をその基本理念とし、侵すことのできない永久の権
利として保障されており、すべての人々に与えられたものである。
　しかしながら、今日もなお同和問題をはじめ、さまざまな人権課題が存在している。
　国際的には、すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平
等であるとした世界人権宣言が国連総会で採択され、その理念の具体化と発展のため「国際
人権規約」をはじめとする数多くの宣言や条約が制定批准されているなど、近年、世界的に
恒久平和への期待とともに自由、平等、人権の確立への動きが急速に高まっている。
　よって、たつの市議会は、たつの市において、人権意識の普及高揚を図り、人権尊重のまち
づくりをめざして、すべての市民の人権が尊重される明るく住みよい、たつの市づくりに取り
組んでいくことを確認し、ここに、たつの市を「人権尊重都市」とすることを宣言する。

 平成21年９月４日議決●非核平和都市宣言

　恵まれた自然と豊かな歴史に恵まれたこの郷土を、日々享有しているこの平和とともに、
恒久のものにすることは、未来に向かってなお一層の発展を目指すたつの市民の大きな願い
である。
　しかしながら、核兵器の廃棄はいまだ実現を見ず、拡散の傾向すら見受けられ、世界の平
和と安全に脅威をもたらしている。
　私たちと子どもたち、そして子孫が永遠の平和を享受し、その繁栄を希求するわが国にお
いては、核爆弾の世界唯一の被災国として広島、長崎の惨禍を再び繰り返さないため、「非核
三原則」を国是としてきたところである。
　よって、たつの市議会は、真の恒久平和を実現していくため、戦争の悲惨さと核兵器廃絶
を強く訴えるとともに、「非核三原則」の完全実施を願い、ここに「非核平和都市」を宣言する。

 昭和59年10月７日制定宣言　平成17年10月１日継承●童謡の里宣言

　日本のうた “ 赤とんぼ ” の作詞者である詩人三木露風の生誕地龍野市は、緑の山野と清
流の揖保川にいだかれ、いま一番求められている児童文化をつくる風土に適しているふる里
です。
　あしたをになうこどもたちの健やかな成長を願い、永遠に豊かな情操と創造性を育ててい
くまち「龍野」を、「童謡の里」と名付け、ここにこれを宣言します。
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