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SDGsは国連で採択された目標ですが、個人でも達成に向けて、
できることがたくさんあります。
一つ一つは小さなことでも、みんなで協力すれば、大きな力にな

ります。今日からSDGs達成のため、一緒に取り組みましょう！

SDGs（Sustainable Development Goals）とは

SDGs（和訳：持続可能な開発目標）とは、国連に加盟する193の
すべての国が賛同して採択された、世界共通の目標です。
「地球に住むすべての人が暮らしやすい社会」を実現するために、

17の目標を定め、2030年までの達成を目指しています。世界中の
“誰一人取り残さない”ことを理念としています。

世界を変えるための17の目標

桐生市は、SDGsの理念を反映させた「桐生市第六次総合計画(※)」に
基づくまちづくりを進めることで、SDGsの達成に取り組んでいます。

※総合計画：市の取組の指針となる、最上位に位置づけられる計画のこと。

エスディージーズ

桐生市ホームページでもSDGsを解説しています
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SDGs（Sustainable Development Goals）とは

目標１「貧困をなくそう」
あらゆる場所のあらゆる形態の貧困

に終止符を打ちます。

SDGsの１７の目標（ゴール）

エスディージーズ

目標２「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
促進します。

目標３「すべての人に健康と福祉を」
あらゆる年齢の全ての人々の健康的

な生活を確保し、福祉を促進します。

目標４「質の高い教育をみんなに」
全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
進します。

目標５「ジェンダー平等を実現しよう」
ジェンダー平等を達成し、全ての

女性及び女児の能力強化を行います。

目標６「安全な水とトイレを世界中に」
全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します。

目標７「エネルギーをみんなに
そしてクリーンに」

全ての人々の、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
セスを確保します。

目標８「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

全ての人々の完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）を促進します。

目標９「産業と技術革新の
基盤をつくろう」

強靱（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り
ます。

目標10「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し

ます。

目標11「住み続けられるまちづくりを」
包摂的で安全かつ強靱（レジリエン

ト）で持続可能な都市及び人間居住を
実現します。

目標12「つくる責任 つかう責任」
持続可能な生産消費形態を確保しま

す。

目標13「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ます。

目標14「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し
ます。

目標15「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、並びに土地の劣化の
阻止・回復及び生物多様性の損失を阻
止します。

目標16「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、全ての人々に司法
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
摂的な制度を構築します。

目標17「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
プを活性化します。

【出典】
総務省ホームページ
「持続可能な開発目標
（SDGs）」
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「食品ロスの削減」と「全ての住民が地域で生き生き
と生活する一助となる」ために、まだ安全に食べること
ができるのに、廃棄されてしまう食品を個人や企業か
ら無償で寄付していただき、食料支援を必要とする個
人や子ども食堂などに無償で提供を行っています。

家庭で廃棄される食品の量は年間で約290万トン、国民1人1日茶碗約1杯の
ご飯を捨てている量に相当します。食品ロス削減のため、家庭で保管されてい
る食品や食べずに眠っている食品を有効に活用しましょう。

フードバンク事業

など（担当 福祉課）

SDGs達成に向けた桐生市の取り組み

＜参考URL＞ https://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/fukushi/1013225/1013887.html

◆ 一人ひとりの力を合わせて目標を達成させましょう。
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農地の利用調整活動の推進と耕作放棄地の未然防止のた
めに、集落営農の組織化に向けた調整や、担い手への農地の
集積化を推進しています。
また、農業経営の安定化を図るために、土地改良区の支援
や農業用水施設の維持保全を行うともに、農業生産条件の不
利な中山間地域についても支援も行うなど、持続可能な農業
生産基盤の構築に努めています。

地元で採れた安全でおいしい米や野菜を購入しましょう。
また、生産と良好な景観の保全等のためにも水路等にごみを捨てないなど
汚さないようにしましょう。

農業生産基盤の構築

など（担当 農林振興課、新里支所地域振興整備課、
黒保根支所地域振興整備課）

◆ 一人ひとりの力を合わせて目標を達成させましょう。



いざという時に迅速にＡＥＤを使用できるように、市内でＡＥＤが
設置されている場所を日ごろから確認してみませんか。

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の利用環境を
向上するために、緊急時に市民等へ貸出可
能なＡＥＤを設置する民間事業所等を「ＡＥＤ
緊急貸出協力施設」として登録し、桐生市の
ホームページや広報きりゅう等で公表してい
ます。

ＡＥＤ緊急貸出協力施設の登録と公表

＜参考URL＞ https://www.city.kiryu.lg.jp/anzen/toubani/1015410/1013866.html

（担当 地域医療感染対策室）

ＡＥＤ緊急貸出協力施設の表示

医療技術の進歩、高齢化等により、今後も医療
費の上昇が見込まれる中、医療の効率化（医療
費の抑制）を図る必要があります。
先発医薬品と治療学的に同等の後発（ジェネ
リック）医薬品の理解を深め、利用を促進するた
めに、年に2回（2・8月）対象者へ「ジェネリック医
薬品差額通知」を発送しています。

後発（ジェネリック）医薬品を利用してみませんか。

後発（ジェネリック）医薬品の促進

（担当 医療保険課）

◆ 一人ひとりの力を合わせて目標を達成させましょう。

◆ 一人ひとりの力を合わせて目標を達成させましょう。

SDGs達成に向けた桐生市の取り組み
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など

など

＜参考URL＞ https://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/kenpo/kyufu/1000715.html



SDGs達成に向けた桐生市の取り組み
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市民の健康維持・増進のため、関係団体と協
力・連携し、大会・スポーツ教室を行うなどし、生
涯スポーツを推進しています。
また、地域スポーツの充実のため、トップアス
リートとの交流の場の創出や、ジュニアを中心と
した強化・育成に資する施策を講じているほか、
全国大会などに桐生市を代表して参加する個人
や団体への奨励金制度や、競技団体等の組織
強化、指導者の確保・育成に努めるなどし、競
技スポーツを推進しています。

市や競技団体等が開催する大会や、スポーツ教室、スポーツ
イベント等に参加してみませんか。

スポーツ推進事業

（担当 スポーツ・文化振興課） など

日本生命 桐生祥秀選手
かけっこ教室＆トークショー

◆ 一人ひとりの力を合わせて目標を達成させましょう。

健康づくりと介護予防・重度化防止の推進

（担当 健康長寿課）

・健康増進、介護予防のための自発的な活動をしてみませんか。
・地域における健康づくり・介護予防の普及啓発活動に参加してみませんか。

など

介護予防ｻﾎﾟｰﾀｰ制度

◆ 一人ひとりの力を合わせて目標を達成させましょう。

＜参考URL＞ https://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/sports/index.html

すべての市民の健康増進のために、きりゅう健康ポ
イント事業「100点チャレンジ」や「歩く健康づくり」など
の取組を通じた市民の自発的な健康づくりの推進や、
地域住民主体の「通いの場」における介護予防の推
進などを実施しています。

・住民主体の「通いの場」への専門職派遣
・介護予防教室（にっこり楽々教室など）
・介護予防「元気おりおり体操」の普及
・介護予防サポーターの養成
・きりゅう健康ポイント事業「100点チャレンジ」 など



群馬大学理工学部と地元企業、市民団体などが
連携して実施する“子供の夢と感性を育む”ための、
教育プログラム「未来創生塾」の活動を支援してい
ます。
「未来創生塾」は、小学生とその保護者を対象とし
た、楽しみながら、感性と知識を育むことができる産
官学民が連携した桐生独自の教育プログラムです。

未来創生塾支援事業

など
（担当 生涯学習課）

桐生川での清流読書
◆ 一人ひとりの力を合わせて目標を達成させましょう。

SDGs達成に向けた桐生市の取り組み
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わたしたちのまちには、他の地域にはない様々な魅力があります。
郷土の歴史や自然に触れ、桐生のすばらしさを再発見してみませんか。

文化振興を進めるために、桐生市文化協
会、群馬交響楽団及び大川美術館等の文
化活動を支援しています。
全国大会などに桐生市を代表して参加す
る個人や団体への奨励金制度も用意してい
ます。
また、小学3年生から中学3年生までの児
童・生徒を対象に、大川美術館に無料で入
館できる優待券を配布しています。

文化振興事業
（担当 スポーツ・文化振興課）

など

市や文化団体等は、様々な展覧会やコンサートなどの催物を開催しています
ので、参加してみませんか。文化芸術活動やその発表には市有施設をぜひご
利用ください。

大川美術館

◆ 一人ひとりの力を合わせて目標を達成させましょう。

＜参考URL＞ https://miraisouseijyuku.com/



絵本を通して親と子のふれあいを楽しみ、絆を深めると
ともに、乳幼児から本に親しむ習慣を身につけるために、
赤ちゃんと保護者が絵本を介して、心のふれあいを持つ
きっかけを作っています。
また、地域全体で子育てを応援しているというメッセージ
を込め、ボランティアによる読み聞かせを行うとともに絵本
を贈呈しています。

ブックスタート事業

（担当 図書館）

◆ 一人ひとりの力を合わせて目標を達成させましょう。

SDGs達成に向けた桐生市の取り組み
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など

男女共同参画推進事業

家庭の中において、女性だけに家事や育児、介護等の負担が偏っていないか、
また、無意識のうちに子どもたちを「男らしさ、女らしさ」の枠に当てはめていないか
確認してみませんか。
小さな気づきから、「固定的な性別役割分担意識」を解消して
いきましょう。

すべての人が性別や年齢にとらわれることなく一人ひとりの
個性や能力を十分に発揮し、自分らしくいきいきと暮らすこと
ができるために、様々な施策に取り組んでいます。

（例）・小中学生を対象に、男女共同参画標語の募集と入賞者表彰式の実施
・男女共同参画への理解を深めるための映画上映会
・市職員を対象とした身近なジェンダーギャップの見直しを行うための
ワーキンググループ設置

など
（担当 地域づくり課）

◆ 一人ひとりの力を合わせて目標を達成させましょう。

＜参考URL＞ https://www.city.kiryu.lg.jp/shisetsu/bunka/library/1006423/index.html

＜参考URL＞ https://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/danjo/index.html

絵本は、赤ちゃんに優しい言葉で語りかけることにより、親子が心を
通わせるひとときを、ごく自然に作り出すことができるツールです。
絵本を通して赤ちゃんとゆっくり心ふれあう楽しいひとときを過ごして
みませんか。



安全・安心な水道水の供給

＜参考URL＞https://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/suido/suido/suishitsu/1015729/index.html

蛇口をひねり水を使用するとき、水が安心して飲めることの大切さを
改めて考えてみませんか。水を大切に使い、水を守るために、川やダ
ム・湖などにゴミを捨てず持ち帰りましょう。

など
（担当 浄水課、工務課）

安全・安心な水道水を安定供給するために、
水源、浄水施設、給水栓等での水質監視、水
質検査を行うとともに、365日昼夜を問わず点
検を行っているほか、施設の延命化を目的と
した浄水施設の整備を行っています。
また、計画的な老朽水道管の更新や、漏水
箇所の早期発見、修繕に努めています。

◆ 一人ひとりの力を合わせて目標を達成させましょう。

SDGs達成に向けた桐生市の取り組み
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温暖化対策の推進

地球温暖化防止のために、再生可能エネルギー等の
導入促進などを図りながら、温室効果ガス排出量の削
減に取り組んでいます。

＜参考URL＞https://www.city.kiryu.lg.jp/shisei/keikaku/1018141/1002985.html
https://www.city.kiryu.lg.jp/shisei/keikaku/1018141/1000871.html

など
（担当 環境課）

エネルギーの節約に努めてみませんか（例：照明をこまめに
消す、冷房の温度を下げ過ぎない、暖房の温度を上げ過ぎない）。
また、電化製品等の買い替え時には、省エネルギー型商品を選ぶようにしてみま
せんか。
CO2の削減のために、住宅用太陽光発電システムや蓄電池設備等の導入のほ
か、通勤や買い物の際には積極的に自転車や公共交通機関などを活用してみま
せんか。

◆ 一人ひとりの力を合わせて目標を達成させましょう。



市内事業者の皆さんも社会連帯の理念に基づき、障害者の
雇用の安定を図り、共生社会の実現を目指しましょう。

障害者の社会の一員としての自立に向け、障害者
を対象とした採用試験の実施や会計年度任用職員
の公募を行い、雇用機会の提供に努めています。
また、任用された障害者が、職場において、その特
性や個性に応じて能力を十分に発揮できるよう配慮
するとともに、障害者を含む全ての職員が働きやす
い職場づくりに向け取り組んでいます。

障害者の雇用の促進

＜参考URL＞ https://www.city.kiryu.lg.jp/shisei/jinji/1018162/1019321.html
https://www.city.kiryu.lg.jp/shisei/jinji/1018163/index.html

（担当 人材育成課）
など

◆ 一人ひとりの力を合わせて目標を達成させましょう。

SDGs達成に向けた桐生市の取り組み
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市内の企業の成長を支援するため、中小企業者が自ら行う、
地域課題の解決や地域特色を生かしたものづくりやサービス
等に係る技術・製品開発に対して、群馬県と連携して研究開発
費の一部を支援しています。
また、北関東産官学研究会を通じ、産学官共同研究により、
新製品・新技術等の開発を目指す企業、大学等に対して、そ
の研究開発費の一部を支援しています。

市内には優れたものづくり企業や、SDGsの推進に取り組む企業が
たくさんあります。「メイドイン桐生」の製品を積極的に購入・使用して
応援いただくとともに、地域外への情報発信をしてみませんか。

新製品・新技術の開発支援

＜参考URL＞ https://www.city.kiryu.lg.jp/sangyou/1018120/hojo/1005393.html

など
（担当 商工振興課）

◆ 一人ひとりの力を合わせて目標を達成させましょう。



手話体験教室の開催

手話に親しみ、障害者への理解を促進する
ために、各小学校へ聴覚障害者と手話通訳者
を派遣し、「手話体験教室」を開催しています。
学習内容は聴覚障害者の特性についての
講義や手話でのあいさつなどの実技を行って
います。

手話や聴覚障害者への理解を深めましょう。

（担当 福祉課）

◆ 一人ひとりの力を合わせて目標を達成させましょう。

SDGs達成に向けた桐生市の取り組み
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など

桐生市の美しい景観を維持するために、景観計画区
域を設定し、良好な景観形成に関する方針、行為の制
限に関する事項（色彩ガイドライン）などを定めて指導
を行っています。また、景観に大きな影響を与える屋
外広告物の表示、掲出する物件の設置や維持などに
対し条例を定め指導しています。

＜参考URL＞ https://www.city.kiryu.lg.jp/shisei/machi/1018368/keikan/1003066.html

景観形成事業

（担当 都市計画課）
など

錦桜橋からの眺め

◆ 一人ひとりの力を合わせて目標を達成させましょう。

＜参考URL＞https://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/fukushi/shogaiji/1011149.html
https://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/fukushi/shogaiji/1011253.html

“桐生らしさ”を守り、残し、洗練し、後世に受け継ぐ
（桐生に暮らし、桐生らしさを守り、後世に受け継ぎましょう。）

“生活景”に配慮
（一つひとつの行動が美しい景観を作ります。小さなことから始めてみませんか。）

“市民が主体のまちづくり”
（まちづくりや景観形成に対して興味関心を持ちましょう。）



地元の歴史や歴史的建造物について関心を持ち、保存や活用
について考えてみませんか。

歴史的風致形成建造物保存整備事業

＜参考URL＞ https://www.city.kiryu.lg.jp/shisei/machi/1018368/1012377/1018437.html

（担当 都市計画課）
など

配信動画サムネイル

◆ 一人ひとりの力を合わせて目標を達成させましょう。

SDGs達成に向けた桐生市の取り組み
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公共交通の充実と利用促進

持続可能な公共交通ネットワークを構築する
ために、鉄道や路線バス、デマンドタクシーなど
の公共交通機関の維持・活性化に努めていま
す。
また、誰もが公共交通を利用できる環境づくり
のために、新桐生駅へのエレベーター設置を含
むバリアフリー化対策などに取り組んでいます。

＜参考URL＞ https://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/kotsu/index.html

（担当 交通ビジョン推進室）
など

わたらせ渓谷鉄道「わっしー号」

歴史的風致（※）の維持向上のために、保全
を図る必要が認められる建造物を歴史的風致
形成建造物として指定しています。
また、動画配信等を通して建造物を紹介して
います。

※歴史的風致：歴史的価値の高い建造物（ハード）とそこ
での伝統を反映した人々の活動（ソフト）および、両者が
一体となって形成された良好な市街地環境のこと。

社会インフラである公共交通を将来にわたり持続可能とするために、
自家用車を保有する人も、鉄道や路線バスなどを積極的に利用して
みませんか。 利用者が増えれば公共交通が維持され、さらには利
用者ニーズを踏まえた交通サービスの提供が進み、利便性の向上に
もつながります。

◆ 一人ひとりの力を合わせて目標を達成させましょう。



ごみ減量と再資源化の推進

ごみ排出量を削減するために、桐生市ごみ減量
化推進協議会と連携し、各種事業を行っています。
具体的には廃食用油、使用済みインクカートリッ
ジ、パソコン等廃小型家電を事業者の協力により
回収し、ごみ減量と再資源化を推進しています。
また、新たに「雑がみ保管袋」による雑がみ分別
の普及促進を図りながら、リサイクル率の向上に
も努めています。

ごみ減量化と再資源化のために、資源になるものはごみにしないで、
しっかり分別しましょう。 また、循環型社会の推進のため、３R（リデュ
ース・リユース・リサイクル）活動を周りの人に啓発してみませんか。

（担当 清掃センター）
など

◆ 一人ひとりの力を合わせて目標を達成させましょう。

SDGs達成に向けた桐生市の取り組み
13

防災・減災対策の推進

避難所などで提供できる物資の備蓄数は限られてしまいます。
最低3日分は、自ら備蓄しておいておき、発災時にいつでも
持っていけるように日頃から準備してみませんか。

（担当 防災・危機管理課）
など

◆ 一人ひとりの力を合わせて目標を達成させましょう。

＜参考URL＞ https://www.city.kiryu.lg.jp/anzen/bousai/index.html

＜参考URL＞ https://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/kankyo/gomi/index.html

災害等発生時の避難所での生活環境を向上す
るために、食糧や物資の備蓄の充実を図るだけ
でなく、災害時の支援物資等の受入及び配送等
をスムーズに行い、早い段階で被災者へ必要な
物資が届くような体制作りに努めています。
また、そのために、自治体や民間企業と、様々
な災害時の応援協定の締結を行っています。



汚水・雨水処理の推進

下水道の整備を推進することにより、快適で衛生的
な暮らしを守るとともに、降雨時には雨水を速やかに
排除することで浸水被害の低減に努めています。
また、一部区域内では、農業集落排水施設を整備し、
し尿・生活雑排水等を適正に処理しています。

＜参考URL＞ https://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/suido/gesui/index.html

（担当 下水道課、新里支所地域振興整備課）
など

市制施行100周年記念下水道
新デザインカラーマンホール蓋

◆ 一人ひとりの力を合わせて目標を達成させましょう。

SDGs達成に向けた桐生市の取り組み
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絶滅危惧種カッコソウ保全事業

桐生自然観察の森の観察会や講座に参加して、桐生市の
環境保全に関心を持ち、自然の大切さを学んでみませんか。

カッコソウ（※）をはじめ、桐生の豊かな自然を
将来へ引き継ぐために、群馬県、みどり市など近
隣自治体と連携しながら、保全活動を継続的に
行っています。

※カッコソウ：桐生市・みどり市周辺の山地のみに自生する
サクラソウ科の植物。近年、採取や生育環境の変化により、
自生地が激減し、環境省のレッドリストの絶滅危惧種1Aに
選定されていたが、希少性の高さから、平成24年5月には、
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法
律（通称：種の保存法）」の国内希少野生動植物種に指定。

（担当 公園緑地課）

カッコソウ

◆ 一人ひとりの力を合わせて目標を達成させましょう。

など

＜参考URL＞ https://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/kankyo/1014475/kakkosou/index.html

水の汚れを減らすために洗剤を使いすぎないようにしたり、油な
どの汚れを下水道に流さないように努めましょう。
また、下水道が使えるようになったら、早めに下水道に接続しま
しょう。



子どものいる家庭が抱える様々な問題を解消するた
めに、子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、より
専門的な相談や訪問により、総合的かつ継続的な支
援を行っています。
・支援が必要なお子さん等を継続的に支援します。
・虐待に対応します。
・学校や児童相談所等の関連機関と連携して支援
します。

・子どもとその家族及び妊産婦等の不安や悩みの相談を受け付けています。
ひとりで抱え込まずに相談してみませんか。
・周りに 「虐待を受けているのでは？」 と思われる子どもがいたら、
１８９（いちはやく：児童相談所全国共通ダイヤル）や子育て相談課
に連絡してください。

＜参考URL＞ https://www.city.kiryu.lg.jp/kosodate/1018221/1012719.html

子ども家庭総合支援拠点

（担当 子育て相談課）
など

桐生市保健福祉会館
◆ 一人ひとりの力を合わせて目標を達成させましょう。

特殊詐欺被害に遭わないように、 「在宅時でも留守番電話に設定」、「家族から
電話がかかってきても、お金の話が出たらかけ直す」、「警察や銀行の職員と言わ
れても、キャッシュカードや暗証番号を渡さない」などを心掛け、少しでも「おかしい
な」と感じたら、警察に相談しましょう。

特殊詐欺被害の防止のため、特殊詐欺対策電話機
等の購入支援制度等を行っています。
また、青色防犯パトロールの実施や、不審者情報を
ふれあいメールで配信しています。

防犯対策事業

＜参考URL＞https://www.city.kiryu.lg.jp/anzen/bouhan/1015571.html
https://www.city.kiryu.lg.jp/anzen/bouhan/1002685.html

◆ 一人ひとりの力を合わせて目標を達成させましょう。

（担当 地域づくり課）
など

SDGs達成に向けた桐生市の取り組み
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パートナーシップによる官民共創の事例

桐生市は、様々な課題をあらゆる“つながり”によって解決するまち
「シェアリングシティ桐生」の実現のために、市民の皆様をはじめ、事
業者や各種団体等との官民共創のまちづくりを進めています。
ゴール17を特別なゴールと位置付け、市民参画の充実を図るととも
に、公民連携や産学官連携による様々な取組を推進していきます。

持続可能なまちづくりを進めるためには一人ひとりが “自分ごと”として、まちを
想い、関わり、協力し、共創していくことが重要になります。
市政や地域活動に興味・関心を持ち、積極的に市政
への参画や地域行事等に参加してみませんか。

群馬大学理工学部では、市民の皆様が最先端の研究に触れるこ
とができる機会（実証実験やセミナー）や、小中高校生を対象とした
理科の知識を楽しく学べるイベントなど、たくさんの取組を実施して
います。これらの取組に参加し、世の中を便利にする先端の科学技
術への理解を深めてみませんか。

地域の課題解決や活性化のために、群馬大学理工
学部を核とした産学官連携の促進や、まちと大学の
連携強化に取り組んでいます。

＜参考URL＞https://www.city.kiryu.lg.jp/sangyou/1018122/1018123/shisaku/1002472.html

（担当 企画課）

低速電動バス「MAYU」
◆ 一人ひとりの力を合わせて目標を達成させましょう。

市政について市長が直接市民の声を聴取し、意見交
換を行うために、「笑顔のふれあいトーク」を開催して
います。
また、市長が市内で活動する者等と直接意見交換を
しながら、共に地域課題の解決や新たな取組等を創造
するために、「まちづくりミーティング」を開催しています。

○市長対話集会「笑顔のふれあいトーク」・まちづくりミーティング

まちづくりミーティング

＜参考URL＞https://www.city.kiryu.lg.jp/shisei/koho/talk/index.html
https://www.city.kiryu.lg.jp/shisei/koho/1019105/index.html

◆ 一人ひとりの力を合わせて目標を達成させましょう。

○大学連携事業

（担当 特命推進室）

SDGs達成に向けた桐生市の取り組み
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○市民活動推進センター事業・市民活動推進事業

◆ 一人ひとりの力を合わせて目標を達成させましょう。

1人ではできないことも、同じ志をもつ仲間とならできることもあります。市民活動
に興味のある方は“ゆい”に足を運んでみませんか。
また、自治会・町会は、地元住民のパートナーシップのもと地域を良くしていこうと
いう自発的な意志により設立されています。積極的に活動に参加してみませんか。

・市民活動推進センター事業

＜参考URL＞桐生市民活動推進センター“ゆい” http://www.kiryunet.org/
「ゆいねっと」友だち追加リンク https://lin.ee/2TSDgqu

・市民活動推進事業

（担当 地域づくり課）

市民活動の中間支援施設である“ゆい”を設置し、市民・NPO・企業・マスコミ・
行政の垣根を越えた活動の推進事業として桐生駅周辺のイルミネーションなど
を実施しています。
また、当施設の運営者である一般社団法人きりゅう市民活動推進ネットワーク
は、地域ESD活動推進拠点として市民活動分野におけるSDGsの普及に取り組
んでいます。

「ゆいねっと」の運営を通して、市民活動の配信サービスを展開しています。
また、「区長と市長の集い」を実施し、自治組織と行政のパートナーシップのも
と、持続可能な地域を構築するための新たな体制の検討を進めています。

SDGs達成に向けた桐生市の取り組み
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SDGs体験イベント「あつまれ！SDGs！」

友だち



生活困窮者自立支援事業

経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある
方に対し、自立して生活ができるように、相談支援事業や有期で家賃相当額
を支給する住居確保給付金事業等、生活困窮者支援施策を実施しています。

福祉課

食育推進事業
健康長寿課
総務課（教育委員会） 等

地域共生社会の実現に向けた包括的相談支援の推進

市、社会福祉協議会、地域包括支援センターその他地域の福祉・介護・保健・
医療にかかわる相談支援機関や関係団体が有機的に連携・連動し、複数の生
活課題が混在する処遇困難ケースなどを適切かつ円滑な解決につなげる包括
的相談支援体制を強化しています。

救命率の向上

救命講習を開催し、心停止の予防及び応急手当の重要性を啓発しています。
また、応急手当の実施方法の周知を図っています。

警防課（消防本部）

子育て世代包括支援センター

妊娠・出産・子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する悩み等に円滑
に対応するため、保健師・管理栄養士・歯科衛生士・保育士等が専門的な見地
から切れ目ない支援体制を実施しています。

子育て相談課

桐生市奨学資金貸付事業

経済的理由により修学困難な学生又は生徒に対し学資を貸与し、有用な人材
の育成を図っています。

総務課（教育委員会）

これまで紹介した事例以外にも様々なSDGs達成のための取組を行っています。

SDGs達成に向けた桐生市の取り組み

桐生市ICT教育推進事業

市内の公立小中学校及び高等学校の児童生徒１人１台のタブレットPC整備を
始め、ＩＣＴを活用した授業環境の高度化に伴う環境を整備しています。

総務課（教育委員会）

外国語教育指導事業

小学校の外国語活動や小・中学校・高等学校の英語科の授業における英語力
の向上と国際理解教育を行うため、ＡＬＴを小・中学校に配置するとともに、小学
校の外国語活動・外国語教育の充実を図るため、英語指導員による巡回指導
を行っています。

学校教育課

サイエンスドクター事業

小・中学生の理科の学力向上を図るとともに、理科教員の授業力の向上及び
小・中学校における理科授業の充実を図るため、群馬大学大学院理工学府の
大学院生等を小中学校に派遣し、授業支援等各種活動を実施しています。ま
た、幼児に対しプログラミング教育の基礎となる活動を行っています。

学校教育課

など

など

など

など

など

など

など

など

など
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健康長寿課、福祉課
子育て相談課

桐生市食育推進計画に基づき、健全な食生活を実践し、食に感謝し、豊かな
こころと健康な身体をつくれるよう、生涯にわたるライフステージに応じた食育
として、「朝食摂取」、「共食」、「生活習慣病予防」、「地産地消」の推進、学校
での給食時における児童生徒への食育指導」などを行っています。



放課後子供教室事業

小学校区において、放課後や休業日等に安全に安心して活動する拠点（居
場所）を設け、地域住民の参画を得て、子ども達に学習やスポーツ・文化活
動、地域住民との交流の機会を提供しています。

生涯学習課

郷土資料調査事業 図書館

人権啓発事業

同和問題の根本的な解決と、人権が確立された社会を目指すため、差別の
実態把握や差別解消に向けた啓発活動を実施しています。
また、隣保館において相談事業を実施しており、職員の資質向上を図りなが
ら、人権、教育、福祉、就労など多岐にわたる相談に対応しています。

新里支所市民生活課

シティブランディング事業

100年先も人々がいきいきと豊かに暮らせるまちであるよう、次代を担う若者
との連携を主軸に「まちの魅力」を実感できるような活動を推進しています。
特に若年層に対して桐生の魅力を訴求する事業などの実施により、地域へ
の関心喚起や郷土愛の醸成を図るとともに、交流人口や関係人口の創出、
ひいては定住人口の増加へと繋げて行きます。

魅力発信課

道路交通網の整備

都市基盤に欠かすことができない主要幹線道路や都市計画道路等の道路交
通網の整備について、事業実施に向けた要望活動を国や県へ行うとともに、
事業路線の計画的な推進と早期完成に向け、用地買収・物件補償・道路改良
工事等を実施するなど整備促進に努めています。

都市計画課

きりゅう暮らし応援事業

転出抑制や転入促進を図るため、住宅取得応援助成やリフォーム助成、空き
家除却・利活用の補助を行っています。

定住促進室、建築住宅課

SDGs達成に向けた桐生市の取り組み

これまで紹介した事例以外にも様々なSDGs達成のための取組を行っています。

放課後児童クラブ運営事業

児童の健全な育成を図るとともに子育てと仕事の両立を支援するため、保護
者が仕事などにより昼間家庭にいない小学校等に就学している児童を対象に、
放課後や夏休みなどの長期休暇期間に、小学校の余裕教室等を利用して、
適切な遊びや生活の場を提供する放課後児童クラブ運営事業を実施していま
す。

子育て支援課

など

など

など

など

など

など

など
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図書館が所蔵する郷土資料の保管・管理を行うとともに、桐生の歴史や文化
等を明らかにするため、桐生やその周辺の社会全般についての聞き取りや
書画資料等の収集・調査を実施しています。
また、調査済み資料の目録及び資料集の作成や、デジタル版古文書講座を
市のホームページ上で実施するなど、郷土資料に触れる機会を市民に提供
しています。



黒保根支所地域活動推進事業

都市部の若者を地域おこし協力隊に委嘱し、人口減少や高齢化等の進行が
著しい黒保根地域において、地域力の維持・強化を図っています。隊員は、
個々の能力を活かし、移住定住の支援、地場産品の販売促進（くろほねマル
シェ）、市営キャンプ場への誘客、黒保根町の魅力の情報発信などを行って
います。

公共交通空白地有償運送事業

交通弱者対策として、NPOが運営する運送事業を支援するなどし、地域住民
の生活のための輸送サービスの確保を図っています。

黒保根支所市民生活課

黒保根支所市民生活課

定住促進事業 黒保根支所地域振興整備課

出火率の低減

市民の生命、財産を守るため、火災予防の取り組みを強化し、管内の出火率
の低減を図っています。

予防課（消防本部）

包括連携事業

各協定に基づき、桐生市と事業者等が緊密に連携を図り、地域の活性化と
市民サービス向上のため、双方の資源とネットワークを有効に活用しながら
各種事業を展開しています。

総務課

行政改革及び行政のデジタル化の推進

人口減少下における持続可能都市に向け「桐生市行政改革方針実施計画」
に基づき各施策を進めています。
また、デジタル技術を活用した市民の利便性向上と行政の効率化を図るとと
もに、セキュリティ強化を図っています。

DX推進室

広報事業

障害者や高齢者など誰にでもわかりやすく見やすい情報を提供するため、ユ
ニバーサルデザインやウェブアクセシビリティといった点に配慮して、広報紙
の発行やホームページの管理運営を行っています。
また、広範な層に情報を届けるため、桐生ふれあいメールやＳＮＳなど多様な
媒体を活用した情報提供に努めています。

魅力発信課

SDGs達成に向けた桐生市の取り組み

これまで紹介した事例以外にも様々なSDGs達成のための取組を行っています。

無戸籍者問題への取組

自身や子どもが戸籍に記載されていないなどの相談に対して、法務局や関
係部署と連携を図りながら、問題解決に向けて丁寧な手続き案内を行ってい
ます。

市民課

黒保根地域への移住定住を促進するため、相談業務やひまわり団地の販売、
地域交流拠点であるふるさと探訪ふれあい館の管理運営を行っています。
また、黒保根地域定住促進奨励金を交付し、市内外からの定住促進と若年
層の人口減少の抑制を図っています。

パートナー
シップによる
官民共創

など

など

など

など

など

など

など
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