
 
 
 
 
 
 

共通目標  

持続可能な都市経営のまち 

【分野 21】 行政運営 【分野 23】 協 働 

【めざす姿】 

・マネジメント体制が強化され、計画的な行政運営が展

開されるまち 

【めざす姿】 

・市民が参加・参画する機会が充実し、すべての市民

がお互いの立場を尊重し、信頼し、協力するまち 

（１）総合計画の進行管理 

（２）行政評価の充実と推進 

（３）組織体制の強化と人材育成 

（４）公共施設等の適正管理 

○公共施設等総合管理計画推進事業 

（５）広域行政の推進 

（１）魅力ある情報発信 

○広報、ホームページの充実、ガイドライン策定 

（２）市民参加・参画機会の充実 

○ワークショップ、ワールドカフェ等の開催 

○参加・参画に関するガイドラインの策定 

（３）まちづくりの担い手育成 

○まちづくり活動組織等の育成、支援 

○まちづくり人材バンク、人材養成講座の開催 
【分野 22】 財政運営 

【めざす姿】 

・健全な財政運営のまち 【分野 24】 情 報 

（１）計画的な財政運営 

○中期財政計画 

（２）適正な受益者負担と公有財産の管理 

（３）歳入の確保 

○ふるさと納税の推進 

（４）新地方公会計制度の推進 

○新地方公会計制度の導入 

【めざす姿】 

・行政情報が適正に管理され、行政サービスなど市民

の利便性が向上したまち 

（１）行政サービスの情報化推進 

○行政サービス情報化推進事業 

（２）情報セキュリティ体制の強化 

○情報セキュリティ対策事業 

基本目標 ５ 

活気あふれる元気なまち 

【分野 18】  農業 
【めざす姿】 

・優良な農地が確保、保全されたまち 

（１）特色ある「瑞穂農業等」のＰＲ 
○ＰＲサイト構築事業【創】 

○新瑞穂ブランド創出事業 【創】 

（２）農地の再編・活用・適正管理 

○農地再編、集約化事業 

（３）農業後継者の育成支援 

○経営体育成支援事業 

【分野 19】 商工業 

【めざす姿】 

・商業施設が集まり、にぎわっているまち 

（１）穂積駅周辺地区の商業振興活性化 

○新規企業者支援事業  

○空店・空き店舗等利活用促進事業 【創】 

（２）幹線道路沿道の商業機能強化 

（３）企業誘致の促進 

○工業団地造成事業 ○企業立地奨励措置向調査 

（４）民間企業との協働型事業 

○地域活性化包括連携事業 

【分野 20】 観光・交流 
【めざす姿】 

・多様な交流機会があるにぎわいのあるまち 
（１）新たな賑わいの創出 

○民間施設（ボウリング場）を活用した地域活性化拠点

創出事業 【創】 

（２）地域資源のブランド創出・魅力向上 

○地域ブランド戦略推進事業【創】 

（「中山道」などの地域資源を生かした観光誘客） 

（３）既存イベントの充実 

基本目標 ４ 

夢あふれ希望に満ちたまち 

【分野 15】  子育て支援 
【めざす姿】 

・安心して子育てができるまち 

（１）預かり施設の拡充、体制整備 

○子ども預かり施設の拡充、体制整備事業 【重】 

（２）子育て支援サービスの充実 

（３）子どもの居場所づくり 

【分野 16】  学校教育 

【めざす姿】 

・地域への誇りと愛着を持った、グローバル社会を

生き抜く人材を育むまち 
（１）安全・安心な学校づくりの推進 

○いじめ根絶等人権教育推進事業【重】 

（２）特色ある学校づくりの推進 

（３）確かな学力の定着を図る教育の推進 

○学力向上推進事業【重】 

（４）グローバル化対応教育の推進 

○ＩＣＴ教育推進事業 【創】 

（５）教員の資質向上と指導体制の充実 

○教員研修事業 【重】 

（６）教育環境の整備  

（７）学校施設の長寿命化 

【分野 17】 生涯学習・地域文化 
【めざす姿】 

・学びや家庭・地域を大切にするまち、スポーツを通

じた地域の結びつきが強いまち 
（１）生涯にわたる学習活動の推進 

（２）地域内の交流促進 

（３）歴史・文化を活かしたまちづくり 

（４）生涯スポーツの推進 

（５）生涯学習施設の維持管理・活用 

基本目標 ３ 

心が通う助け合いのまち 

【分野７】  地域コミュニティ 
【めざす姿】 

・地域みんながつながり、協力する、あたたかいコミュ

ニティのまち 

（１）自治会加入促進・（２）校区自治会連合組織の設立等

支援・（３）地域の多様な世代間の交流促進 

【分野８】  高齢者福祉 
【めざす姿】 

・住み慣れた地域で生きがいを持ち、健康で安心して

暮らせるまち 

（１）地域包括ケアシステムの構築 

○地域包括ケアシステム構築事業【創】 

○介護人材育成事業【創】 

（２）高齢者の健康・生きがづくり  

（３）認知症対策の推進・（４）介護予防・（５）老人福祉計画 

（６）老人保護措置  

【分野９】 地域福祉 
【めざす姿】 

・地域で支え合い、安心して生き生きと暮らせるまち 
（１）地域で支え合う意識づくりと担い手づくり 

○地域交流の場（ふれあいサロン）支援  

（２）見守り支援体制の強化 

【分野 10】 障がい者福祉 
【めざす姿】 

・共に生き、心が通うやさしいまち 

（１）暮らしの基盤づくり 

（２）自立と社会参加の基盤づくり 

（３）障がい者にやさしいまちづくり 

【分野 11】 児童福祉 
【めざす姿】 

・次世代を担う子どもたちが伸び伸び健全に成長す

るまち 

（１）児童福祉の充実 

（２）子育て支援の充実 

（３）「助け合い」の理念に基づく地域社会の形成 

（４）ひとり親家庭への支援の充実 

【分野 12】 社会保障 
【めざす姿】 

・適切な支援がゆきとどくまち 
（１）生活困窮者自立支援施策の充実 

（２）セーフティネット機能の維持 

（３）国保、後期医療保険制度の適正な運営 

（４）福祉医療助成制度の維持 

【分野 13】 医療・健康 
【めざす姿】 

・こころも体も健康な市民が暮らすまち 

（１）生活習慣病予防対策の推進 

（２）健（検）診体制の充実と医療費適正化の推進 

○若年健診の実施【創】 

（３）地域医療体制の充実 

（４）地域における健康づくり活動の推進 

【分野 14】 人権・平和（一部再掲施策）

【めざす姿】 

・基本的人権が尊重され、責任を分かちあい、すべて

の人が強調しあって暮らせるまち 

基本目標 ２ 

便利で快適に暮らせる美しいまち 

【分野３】  都市基盤 
【めざす姿】 

・豊かな自然調和した、誰もが快適に生活できるまち 

（１）市全体の総合的かつ計画的な土地利用の推進 

○都市計画マスタープランの見直し 

（２）駅周辺の活性化 

○ＪＲ穂積駅周辺整備事業 【創】 

○駅前商店街活性化事業  【創】 

（３）集いの場整 

（４）住宅地の整備 

（５）空き等対策の推進 

（６）景観計画の策定・推進 

【分野４】  交通基盤 
【めざす姿】 

・利便性・安全性や防災性が高い道路や公共交通が

整ったまち 

（１）道路ネットワーク網の整備 

（２）公共交通の利便性向上 

○地域公共交通網形成計画 

（３）市内幹線道路・生活道路の整備 

【分野５】 上水道・下水道 
【めざす姿】 

・安全でおいしいきれいな水が供給され、環境衛生が

高い水準で維持されているまち 
（１）水道水の安定供給 

（２）老朽配水管の更新整備 

（３）災害用給水装置の確保 

（４）汚水処理施設の整備 

○公共下水道事業 【重】 

（５）汚水処理施設の維持管理 

【分野６】 自然・衛生環境 

【めざす姿】 

・環境保全、循環型社会が確立されたまち 

（１）収集・回収拠点の充実 

○廃物排出支援体制整備事業 

○資源回収拠点整備事業  

（２）不法投棄等の防止 

○不法投棄防止推進事業 

（３）生活に身近な環境の美化 

○環境美化教育及び啓発事業 

基本目標 １ 

安全で安心して暮らせるまち 

【分野１】  治水・防災 
【めざす姿】 

・災害などに対する対応力が強化され、安心して

暮らせるまち 

（１）防災体制の充実 

○ハザードマップの更新及び地域防災計画の改定 

（２）地域防災力と防災意識の向上 

○各種防災訓練、研修等の実施 

（３）消防団員の確保  

○団員確保対策（ＰＲ）の実施 【創】 

（４）治水対策の推進 

○牛牧排水機場整備事業  

（５）災害に強い住環境の整備 

○建築物等耐震化促進事業【重】 

【分野２】 防犯・交通安全 

【めざす姿】  

・犯罪を起こさせない、交通事故の少ない安全・安

心なまち 

（１）防犯・交通安全教育 

（２）防犯環境の充実 

（３）青パトの活動規模拡大 

（４）自転車盗難防止 

（５）交通安全施設等の設置 

（６）消費者行政の推進 

 

◎人口の将来展望 

２０４０年（平成５２年）まで 

５５,０００人を確保 

・出生率（合計特殊出生率）１．８ 

・社会増人口の確保 

 

◎基本目標 

１ 「ひと」を育む 

２ 「しごと」をつくる 

３ 安心して住み続けられる「まち」をつくる 

４ 「交流・にぎわい」を生み出す 

育
未来

住
暮らし

活
輝く

安
守り

基本計画全体概要（案）

基 本 構 想 
基 本 視 点

【重】・・・重点的取り組み 

●基本目標ごとの取り組み課題の

重要度を認識し、今後その解決に

向けて分野の取り組みをリードし

ていく施策の位置づけ 

【創】・・・瑞穂市まち・ひと・しごと創生 

総合戦略＝（重点的取り組み） 


