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Ⅰ はじめに  
第１章 総合計画の策定にあたって  
１  総合計画ってなに？ 

総合計画は、これからのみよし市をどのようなまちにしていくかという「まちづくり」の

基本となる重要な計画であり、本市の最上位計画に位置付けられます。本市における各分野

の個別計画は、総合計画の考え方に即して作られます。 

総合計画は、「基本構想」「基本計画」「実施計画」の三層で構成しています。  
■みよし市総合計画の構成 

 

基本構想

基本計画

実施計画    
２  なぜ新しい総合計画が必要なの？ 

本市は平成２２年（２０１０年）１月に市制施行し、同年３月にみよし市総合計画（基本

構想・前期基本計画）を策定し、将来像「みんなで築く ささえあい と 活力 の都市
ま ち

」の実

現を目指して取り組みを展開してきました。 

この間、我が国は人口減少社会を迎え、高齢化は急速に進み、また、財政制約や国際競争

の激化など、社会経済情勢も厳しさを増しています。さらに、気象災害の頻発・激甚化、働

き方や暮らし方の多様化など、本市を取り巻く環境は刻々と変化しています。 

県内でも平均年齢が若く、今後も人口増加が続くことが見込まれる本市においても、およ

そ２０年後には高齢化が急速に進展し、将来的には人口減少に転じます。このため、将来的

な人口減少や超高齢社会を見据えた対策を講じ、地域の活力の維持・向上を図る取り組みが

必要となります。 

こうした状況を十分踏まえて、本市のまちづくりの課題の解決を図るとともに、これまで

の成果を継承し、未来への展望を示す★★元年度（２０１９年度）からの新たな総合計画、

第２次みよし市総合計画を策定します。

       
３  計画の期間は何年間なの？ 

現在の人口構成比において最も多い４０歳代半ばの多くの者が、２０年後には社会の第一

線を退く６０歳代半ばとなります。こうしたことから、高齢化率が上昇する２０年後の★★

２０年度（２０３８年度）を見据えて、市のあるべき姿を描いていくため、第２次みよし市

総合計画基本構想の目標年次を★★２０年度（２０３８年度）とします。 

なお、基本計画については、今後の社会経済情勢の移り変わりに対応していくため、計画

期間を★★１０年度（２０２８年度）までの 10 年間とし、中間年で見直しを行います。 

 

 

 

基本構想 ★★元年度（２０１９年度）から★★２０年度（２０３８年度）までの２０年間 

基本計画 ★★元年度（２０１９年度）から★★１０年度（２０２８年度）までの１０年間 

（中間年で見直し） 

実施計画 ★★元年度（２０１９年度）から３年ごと 

（毎年度、ローリング方式で見直し） 

 

■第２次みよし市総合計画の計画期間 

年度 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

基本

構想

基本

計画

…

２０年間

１０年間（中間年で見直し）

実施

計画

３年間

３年間

３年間  

●市の目指す将来像とそれを実現するための基本目標を掲げ、

これからのまちづくりの方向性を定めたもの 

 

●基本構想に掲げる基本目標を達成するために必要な具体的な

取り組みを各分野ごとに示したもの 

 

●基本計画に定めた取り組み内容に従って、具体的な各年度の

事業内容を明らかにしたもの 



2 

 
４  市を取り巻く時代の流れは？ 

本市を取り巻く国や社会などのさまざまな情勢の変化を踏まえて、第２次みよし市総合

計画を策定します。  
（１） 人口減少・少子高齢化の進行 
我が国の人口は平成２０年（２００８年）をピークに減少局面に入り、今後、人口減少が

予想されます。平成２９年（２０１７年）推計の「日本の将来推計人口＊」では、★★３５年

（２０５３年）には１億人を割って９，９２４万人となり、老年人口（６５歳以上）の人口割合は

３８．０％に達すると推計されています（出生中位・死亡中位推計）。 

人口減少と少子高齢化の進行は、経済成長に与える影響が大きく、また、社会保障負担の

増大により現役の働き手の負担増加が懸念されます。人口減少が進行した場合には、一定の

人口規模の上に成り立つ小売や飲食などの生活関連サービスが縮小して生活利便性が低下し、

また地域の魅力の低下などをもたらして、さらなる人口減少を招くという悪循環に陥ること

も考えられます。 

本市の人口は、当面伸び続ける見込みですが、将来迎える人口減少や超高齢社会を見据え

て対策を講じ、地域の活力と魅力の維持・向上を図る取り組みを推進していくことが求めら

れます。 

＊ 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成２９年推計）」  
（２） 地方創生の推進 
人口急減・超高齢社会の到来という我が国が直面する大きな課題に対し、政府においては

「まち・ひと・しごと創生本部」が設置され、政府一体となった地方創生の推進に向けた施

策が展開されています。各地域においても、それぞれの特徴を生かした「自律的で持続的な

社会」を創生できるよう取り組みが進められています。 

また、行政単体だけでなく、広域的な自治体連携や、民間企業、大学との産学官などの連

携による新たなまちづくりの取り組みも各地域で展開されています。 

そして、★★9 年度（２０２７年度）にはリニア中央新幹線（東京都から名古屋市間）の

開業が予定されており、愛知県各地域と首都圏との往来が容易になることで、企業活動や住

民生活のさまざまな選択肢が拡大することやこの地域に新しい人の流れが生まれることなど

が見込まれています。 

このような状況において「長く住み続けてもらえるまち」、「多くの人をひきつけ、選ばれ

るまち」を目指して、持続可能なまちづくりを進めていくことが求められます。 

 
（３） 安全・安心に対する意識の高まり 
南海トラフ地震（マグニチュード８から９クラス）の３０年以内発生確率は、７０％から

８０％＊＊と予想されており、切迫する巨大災害への対応が喫緊の課題となっています。 

また、気象庁によると、アメダスで観測した１時間降水量５０ミリ以上の年間発生回数は、

最近１０年間（平成２０年（２００８年）から平成２９年（２０１７年））では、統計期間の

最初の１０年間（昭和５１年（１９７６年）から昭和６０年（１９８５年））と比べ約１．４

倍に増加しているように、気象災害の頻発・激甚化が近年、顕著になり、より一層の気象災

害への備えが必要となっています。 

総合的な防災・減災対策や地域の防災力を高めていく取り組みを推進することにより、安

全で安心して暮らせるまちを形成していくことが求められます。 

＊＊ 平成３０年（２０１８年）１月１日を基準日として政府の地震調査委員会が算定した地震の発生確率値  
（４） 働き方や暮らし方の多様化 
少子高齢化の進展に伴い、総人口、労働力人口が減少する中で、社会の持続的発展を目指

していくためには、女性の活躍が重要な課題となっています。しかし、現状においては、働

きたいのに働けない女性などが一定数存在しており、画一的な働き方の見直しや長時間労働

の是正、子育て支援の充実など、女性が活躍できる社会を形成していくことが必要です。 

今後は、男女ともに、個々のさまざまな状況に応じて「仕事」と「家庭生活」のバランス

がとれる多様な暮らし方を実現していくことや、誰もが活躍できる社会を実現していくこと

が求められます。   
（５） 情報通信技術の急速な進展  
情報通信技術の急速な進展に代表されるスマートフォンやタブレット端末などの普及は、

人々の日常生活や働き方に大きな変化をもたらしています。近年では、目覚ましく進歩する

ＩｏＴ※１やＡＩ（人工知能）などの新たな情報通信技術が、人口減少や災害などのさまざま

な社会的課題の解決に役立つものとして期待されています。 

一方で、ネット依存、ネットリテラシー※２の欠如、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキン

グ・サービス）※３上の「炎上」などの問題も生じており、情報セキュリティ問題の多様化、

顕在化が進んでいます。 

こうした中で、多様な分野で応用可能な情報通信技術の利活用をしつつ、情報セキュリテ

ィの確保などに対応していくことが求められます。 

 

用語解説： ※１ ＩｏＴ…Internet of Things（「モノ」のインターネット）の略。自動車や家電など

身の回りのあらゆる「モノ」がインターネットにつながる仕組み。 

※２ ネットリテラシー…インターネットを正しく使いこなすための知識や利用できる能力。 
※３ ＳＮＳ…Social Networking Service（Site）の略。人と人との交流を手助けし、促

進するためのインターネット上のサービス。 
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第２章 みよし市の現状と動向  
１  市の現状とこれまでの動向は？ 

（１） みよし市の特徴  
①まちの立地 

本市は、愛知県のほぼ中央部、西三河地域の西端にあり、名古屋市中心部からは東へ

約１７ｋｍ、豊田市中心部からは西へ約７ｋｍに位置し、豊田市、刈谷市、日進市、愛

知郡東郷町と隣接しています。東西約５ｋｍ、南北約１０ｋｍの最大幅があり、市域面積は

３２．１９ｋ㎡です。 

地形は豊田市側の北部から南部にかけて丘陵地を構え、中央部から西南部にかけては、

やや平坦な地形となっています。南部の丘陵地は果樹栽培を主とした農業地帯となってい

て、北部の丘陵地は土地区画整理事業により整備された住宅地が広がり、中央部の平坦地

に市役所をはじめ公共施設が集積しています。本市の北部を源とする境川が東郷町との境

界部を流れ、本市の東南端を豊田市から続く逢妻女川が流れています。        

       
■みよし市の概況図 

 

■みよし市の位置図 
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②歴史と文化 

本市では、およそ１万年前の縄文時代の 石
い し

槍
や り

や 石
い し

鏃
やじり

が発見されていて、狩猟が

行われたことがうかがわれます。奈良時代の「須恵器
す え き

」や平安時代の「灰釉
かい ゆ う

陶器」、

鎌倉時代の庶民の焼き物が発見されていて、この地域は国内有数の焼き物の産地だっ

たと考えられています。この地域で多く発見される 古窯
こ よ う

の集まりは、総称して

猿投山
さ な げ や ま

西南
せい な ん

麓
ろ く

古窯跡群
こ よ う せ き ぐ ん

（猿投
さ な げ

窯
よ う

）と呼ばれています。市内で出土した奈良時代の

「多口
た こ う

瓶
へ い

」は、国の重要文化財に指定されています。 

本市は、戦国時代に織田軍と今川軍、武田軍がせめぎ合いを繰り広げた地の周辺に

位置し、丘陵には当時の城跡や土塁
ど る い

などの遺跡が存在しています。 

また、江戸時代の文化財として、神社の祭礼に引き出される山車や、あつく信仰を

受けた金比
こ ん ぴ

羅宮
ら ぐ う

が保存されています。   
③まちの歩み 

明治２２年（１８８９年）に当時８村に分かれていた村を合併して、三好村、莇生

村、明越村の３村が誕生しました。明治３９年（１９０６年）にこの３村が合併し、

現在の行政区域と同じ三好村となり、昭和３３年（１９５８年）に町制を施行し三好

町になりました。 

昭和３６年（１９６１年）の愛知用水の導入・通水により農業生産は飛躍的に向上

し、積極的な企業誘致と工業・商業の振興、さらに昭和６３年（１９８８年）の三好

ヶ丘の街びらきをきっかけに、居住人口は大幅に増加しました。 

平成１７年（２００５年）の国勢調査において人口５万人を超え、平成２２

年（２０１０年）１月４日、単独で市制を施行し、みよし市になりました。  
■みよし市の変遷         

    
■みよし市の変遷図  
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（２） 人口の現状と動向  
①人口・世帯数の推移 

平成３０年（２０１８年）４月１日現在、本市の人口は６１，０７０人、総世帯数

は２３，８３４世帯、平均世帯人員は２．５６人となっています。 

人口は一貫して増加を続けていますが、平成元年（１９８９年）から平成２０年（２００８

年）までの１年当たりの増加数は平均約１，４００人でしたが、平成２１年（２００９年）以

降は１年当たりの増加数は平均約４００人であり、鈍化の傾向が現れています。また、世帯数

は増加していますが、核家族化の進行により、平均世帯人員は年々減少傾向にあります。   
■人口・世帯数・平均世帯人員の推移 

 

 

 

                 
資料：住民記録 

    
②年齢３区分別人口割合の推移 

本市の６５歳以上人口の割合は平成元年（１９８９年）が７．０％、１５歳～６４

歳人口（生産年齢人口）が７２．３％、０歳～１４歳人口が２０．７％と若い世代が

多い人口構成であったのに対し、６５歳以上人口の割合が年々上昇しています。 

平成２９年（２０１７年）に６５歳以上人口の割合が、０歳～１４歳人口の割合を上回り、

平成３０年（２０１８年）には６５歳以上人口が１７．３％、０歳～１４歳人口が１６．２％

となっています。   
■年齢３区分別人口割合の推移 

 
資料：住民記録 
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（３） 産業の現状と動向  
①農業の推移 

平成１２年（２０００年）以降、販売農家数、経営耕地面積ともに減少傾向にあります。  
■農業産出額・販売農家数・経営耕地面積の推移 

  
※販売農家とは、経営耕地面積が 30アール以上または農産物販売金額が年間 50万円以上の農

家を指します。  
資料：愛知県農林水産統計年報（平成１２年、平成１７年農業産出額） 

農林水産省「平成２７年市町村別農業産出額（推計）」（平成２７年農業産出額） 
農林水産省農林業センサス（販売農家数、販売農家の経営耕地面積）   

  
②商業の推移 

小売業では平成１２年（２０００年）の大型小売店舗の出店により、年間商品販売額と

従業者数が大きく増加し、その後も年間商品販売額は増加傾向にあります。商店数はほぼ

横ばいで推移してきましたが、近年は減少傾向にあります。  
■小売業の年間商品販売額・商店数・従業者数の推移  

 
※商業統計調査結果が公表されている年次をグラフで表示しています。 

資料：経済産業省「商業統計調査」 

 

③工業の推移 

平成１３年（２００１年）以降、事業所数は減少傾向にあります。従業者数、製造品出

荷額等については、年次による変動はありますが、おおむね増加傾向で推移しています。 

 

■製造品出荷額等・事業所数・従業者数の推移 

 
※調査対象は従業者４人以上の事業所 
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（４） まちの都市機能の状況  
①土地区画整理事業 

増大する住宅需要に対応していくため、昭和４６年（１９７１年）から三好第一土地区

画整理事業が着手され、昭和５６年（１９８１年）からは三好ヶ丘ニュータウンの整備を

進めてきました。市全体で現在までに施行中を含め９地区、約４７９ｈａ（４．７９ｋ㎡）、

市街化区域の約４５％で土地区画整理事業が実施されています。  
②都市施設（道路、公園、下水道） 

都市計画道路は、計画総延長６８．４１ｋｍ、平成２９年度（２０１７年度）では整備済延

長５４．４２ｋｍ、整備率は７９．５％となっています。 

公園は、土地区画整理事業の実施に伴って着実に増加し、一人当たりの公園面積は平成１０

年度（１９９８年度）の９．７１ｍ２から、平成２９年度（２０１７年度）では１４．５９㎡へ

と増加しています。 

下水道などの汚水処理普及率は、平成１０年度（１９９８年度）の６２．７％から、平

成２９年度（２０１７年度）では９８．０％まで進んでいます。  
③交通体系 

交通体系に関しては、昭和５４年（１９７９年）の名鉄豊田線の開通、平成２年（１９９０

年）の一般国道１５３号の完成、平成５年（１９９３年）の東名三好インターチェンジの開通、

平成１３年（２００１年）のさんさんバスの本格運行開始により、本市の交通体系の骨格が形

成されました。  
④医療体制（市民病院） 

昭和５２年（１９７７年）から町が運営してきた「町立三好病院」は、平成１３年

（２００１年）に「町民病院（現在はみよし市民病院）」として現在地に新築移転し、

整備・充実されました。 

みよし市民病院の新築移転とその後の取り組みにより、診療科目は、それまでの７診療

科から、１２診療科（内科、消化器科、放射線科、外科、整形外科、リハビリテーション

科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、小児科、皮膚科、循環器科、眼科）となりました。 

 

 
（５） 土地利用の現状と動向  

①土地利用の推移 

平成２９年（２０１７年）の地目別土地利用の構成割合を見ると、宅地が２９．２％と

最も多くを占めています。平成１１年（１９９９年）と比較すると、宅地は５．７ポイン

ト増加し、農地（田・畑）は５．５ポイント減少しています。  
■地目別土地利用の構成割合の推移 
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資料：固定資産税概要調書  

②用途別土地利用の現状 

市域のうち、都市の居住や工業・商業の立地を促進する市街化区域が３２．８％を占め

ています。市街化区域のうち主な用途は、住居系が１９．３％、次いで工業系が１２．５％

となっています。 

市街化調整区域は市域の６７．２％で、その中の農用地は市域の２２．９％を占めてい

ます。  
■用途別土地利用の割合（平成２９年度（２０１７年度））         

資料：都市計画課、産業課 
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（６） 財政の現状と動向  

①歳入・歳出の推移 

平成２９年度（２０１７年度）の歳入は２６４億円で、市税が最も多く５７．９％を占めて

います。平成２９年度（２０１７年度）の歳出は２４１億円で、民生費が最も多く２７．８％

を占めています。 

平成２０年（２００８年）のリーマンショック以降、市税による歳入の減少が続きまし

たが、平成２６年度（２０１４年度）より回復が見られます。歳出も同様に平成２６年度

（２０１４年度）より増加しており、特に民生費が増加しています。  
■一般会計財源別歳入決算状況 
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資料：財政課  

■一般会計財源別歳出決算状況 
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資料：財政課 

 
②財政力指数・実質公債費比率の推移 

平成２９年度（２０１７年度）の財政力指数※１（３カ年平均）は、１．５３となってい

ます。本市は平成１９年度（２００７年度）以降、一貫して１を超えており、一般的に「１」

を超える場合、財源に余裕がある状態であるといわれています。 

平成２９年度の実質公債費比率※２（３カ年平均）は、３．０％となっています。この比率

が低いほど、財政の健全度が高いことを表します。平成１９年度以降、一貫して７．０％未満

で推移し、自主的な改善努力による財政の健全化が求められる基準（早期健全化基準）である

２５％を大きく下回っていることから、本市の財政は健全であるといえます。    
■財政力指数・実質公債費比率 

1.79

1.94

1.92

1.64

1.32

1.10
1.08 1.07

1.16

1.35

1.53

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

（指数）

財政力指数（３カ年平均）

6.2

5.5

5.1 5.1

4.5

3.6

2.9

2.4 2.5
2.6

3.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

H19H20H21H22H23H24H25H26H27H28H29

（％）

実質公債費比率（３カ年平均）

 
資料：財政課   

用語解説：※１ 財政力指数…地方公共団体の財政の健全性を測る指標として一般的に使われている指標。

数値が「１」に近いほど財政力が強いとみることができます。財政力指数「１」を超え

る団体は、財源に余裕があることになり、国から地方交付税が交付されず、「不交付団

体」となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２ 実質公債費比率…地方公共団体が地方債を借り入れた際、毎年度の元金の償還と利子の

支払いが必要になります。これに要する経費の総額を公債費といい、公債費による財政

負担の程度を示すものです。一般財源に占める公債費のほか、一部事務組合が負担する

公債費への負担金や債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるものなどの公債費

類似経費を算入します。 

■地方自治体規模別平均財政力指数 
区分 財政力指数

政令指定都市 0.86

中核市 0.78

施行時特例市 0.82

中都市（人口１０万人以上の市） 0.79

小都市（人口１０万人未満の市） 0.55

町村（人口１万人以上） 0.51

町村（人口１万人未満） 0.27  資料：平成２９年版地方財政白書  
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２  市民は市のことをどう思っているの？ 

平成２８年度（２０１６年度）に実施した市民アンケート、中学生アンケートの結果から、

市民の皆さんが市や市の行政に対してどう思っているのか主なものを次のように整理しました。 
 

 

 

（１） みよし市の住みやすさ 
８割以上が「みよし市は住みやすいまち」だと答えています。                        

 

 

  
（２） みよし市の強み・弱み 
みよし市の強みは「自然が豊か」、「快適な住環境」、弱みは「交通が不便」、「買い物や外食

の利便性が低い」ことが共通の認識となっています。   

 
（３） 市の取り組みに対する満足度・重要度 
市民アンケートの結果に基づいて、第１次みよし市総合計画基本計画の５７の施策分野ご

との市民の満足度と重要度を集計すると、満足度が低く、重要度の高い取り組み（Ａエリア）

としては、「安全安心」や「暮らし」に関する取り組みが多くなっています。                               
【上記の図の４つの領域の考え方】 

A：重要度が高く、満足度が低いため、重点的に推進すべき取り組み 

B：重要度も満足度も高いため、継続的に市民の満足度を得られるよう推進すべき取り組み 

C：重要度も満足度も低いため、必要性を検証した上で推進すべき取り組み 

D：重要度が低く、満足度が高いため、一定の成果が得られている取り組み 

 

＜平成２８年度アンケートの実施概要＞ 

◆市民アンケート：１８歳以上の市民２，５００人を対象に実施、回収数１,１８６（回収率４７．４％） 

◆中学生アンケート：市内の公立中学校に通う中学２年生全員（７１７人）を対象に実施、回収数６９８（回
収率９７．４％） 
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Ⅱ 基本構想（案） 
  
第１章 将来像  
本市が目指す２０年後の将来像を次のように掲げ、まちづくりを進めていきます。       
 

＜将来像の基本的な考え方＞ 

 私たちのまち「みよし市」は、都市近郊にあり、立地条件に恵まれ、豊かな自然や

快適な住環境が保たれたまちです。 

また、自動車関連産業をはじめとする数多くの企業の進出により、安定した財政基

盤を確立し、その財政基盤を生かし、これまで市民ニーズに応えるため、活気あふれ

る都市を目指して、さまざまなまちづくりの取り組みを行ってきました。それにより

市民の多くがバランスのとれた「住みやすいまち」と評価するまちへと成長しました。 

 これからは、先人のたゆまぬ努力により培われた、この「住みやすいまち」を将来

に向けてさらに発展させ、自主自立した持続可能なまちづくりを目指します。 

市民※と行政のそれぞれが自らができる役割を担い、みんなでまちづくりを進めます。 

 そして２０年後の未来には、まちには活気があふれ、子どもから高齢者まで誰もが

健康で明るく生き生きと、輝く「笑顔」で暮らすことのできる魅力あるまちを目指し

ます。 

市民の誰もが潜在的に持っている郷土に対する誇りや愛着を醸成し、「みよしを愛

し」、「みよしを誇りに思い」、「みよしを育てる」、このまちをより良い場所にするため、

積極的に関わろうとする当事者意識をより一層高め、誰もが「住みやすいまち」から

ずっと「住み続けたいまち」と思える持続的に発展するまちを目指し、 

 将来像を「みんなで育む 笑顔輝く ずっと住みたいまち」とします。  
※市民…みよし市自治基本条例において、「市民」の定義を市内に住む人や学ぶ人、働

く人、市内で活動したり事業を行う個人、法人、団体としています。    

           
 

  
市民が、自らができる役割を担い、みんなでまちづくりを進めていきます。  
◆魅力ある自立したまちづくりを行うために、行政のみが取り組むのではなく、市民も

自分のまちに関心を持ち、主体的に市民同士で支え合い、また行政はその活動を支え、

市民がまちづくりに参画しやすい環境を整え、市民と行政の協働によるまちづくりを

進めます。   
まちには活気があふれ、子どもから高齢者まで誰もが健康で明るく生き生きと、輝く「笑

顔」で暮らすことのできる魅力あるまちを目指します。  
◆充実した子育て・教育環境や文化・芸術に親しめる環境を整えることにより、誰もが

安心して豊かに暮らせるまちを目指します。 

◆福祉・医療・介護サービスの充実により、健康寿命の延伸や高齢者の社会参画の促進

などを図り、誰もが元気で生き生きと暮らせるまちを目指します。 

◆災害の発生による被害や交通事故や犯罪の発生などの危険が少ないまちづくりによ

り、誰もが安全・安心に暮らせるまちを目指します。 

◆製造業をはじめとする産業の振興などにより、産業が盛んで魅力と活力があふれるま

ちを目指します。 

◆豊かな自然が次代の子どもたちの心のふるさととなるよう、自然環境を守り未来へつ

なぐまちを目指します。   
誰もが「住みやすいまち」からずっと「住み続けたいまち」と思える持続的に発展する

まちを目指します。  
◆市民一人一人がまちを愛し、誇りをもって住み続けたいと思えるまちを目指します。 

◆都市基盤の整備や公共交通の充実など住みやすさの向上を図り、快適で暮らしやすい

まちを目指します。さらに、若い世代の定住促進や雇用対策、子育て支援などを進め

ます。 

将 来 像 

基本構想の目標年次である 

★★２０年（２０３８年）の将来人口を６５，０００人と想定します 
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第２章 基本目標 
  
 将来像の実現に向けて、次のように６つの基本目標を掲げます。 
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第３章 まちづくりの進め方と計画の体系 
  
１  まちづくりの進め方 

 第２次みよし市総合計画の推進にあたっては、すべての取組分野に共通する行政の基本的

な姿勢としての次の３つの考え方を実践することにより、６つの基本目標の達成と将来像の

実現を推進していきます。 

 

（１）市民が参画し、ともに支え合う協働のまちづくり   【協働】 
 

６つの基本目標の達成と将来像の実現を目指すため、自治基本条例の考え方も踏まえ

て、市民と行政が、それぞれの役割を理解し、協働によりみんなでまちづくりを進めま

す。  
＜まちづくりの進め方＞ 
◆協働のまちづくりを進める上では、市民同士や地域間の連帯感を高めながら、ともに

支え合う意識を大切にしていきます。 

◆市民は、まちづくりに関心を持って主体的に参画し、行政と協働でまちづくりを進め

ます。 

◆行政は、協働のまちづくりの課題や目標を市民と共有して、市民がまちづくりに参画

しやすい環境を整えるとともに、市民との協働によりまちづくりを進めます。 

 

 

（２）透明性の高い開かれた市政     【開かれた市政】 
 

透明性の高い開かれた市政の推進を目指すため、また、市民との協働によるまちづく

りを確実に進めるため、分かりやすい行政情報の公開や庁内部局の連携に努めます。  
＜まちづくりの進め方＞ 
◆透明性の確保並びに庁内での情報の共有に努め、市民に分かりやすい行政情報を提供

します。 

◆市民からの意見や提言などを広く聴き、まちづくりに生かします。 

 

 

 

 

 

（３）効果的・効率的で安定した行財政運営     【行財政運営】 
 

本市を取り巻く社会環境に適切に対応してまちづくりを進めていくため、限られた資

源（人材、財源）で最大の効果を生み出す行政運営と、健全で自立・安定した財政運営

を目指します。  
＜まちづくりの進め方＞ 
◆弾力的で機能的な行政組織の編成と、人材育成や職員の意識改革などにより行政組織

の充実を図ります。 

◆行政改革を実施することにより、事業の効果や効率性を考慮した行政運営を推進しま

す。 

◆将来的な人口減少・超高齢社会の到来などに対応するとともに、総合計画に掲げる取

り組みを確実に推進するため、限られた財源の有効活用と、産業立地の推進などで自

主財源の確保に努め、持続可能なまちづくりを目指して安定した財政運営を進めます。 

 

  
■まちづくりの進め方のイメージ 
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２  計画の体系 

 第２次みよし市総合計画の体系は以下のとおりとします。 

「取組方針」、「取組分野」の具体的な内容については基本計画において示します。 

       
取組方針 取組分野

（1）安心して子どもを産み、育てられる環境にしよう  ①子育て支援、②家庭教育、③地域で子育てを支える環境

（2）心豊かな子どもを育てよう  ①小中学校教育、②青少年健全育成

（3）文化に親しみ、交流が盛んなまちにしよう  ①生涯学習、②文化・芸術、③広域交流、④多文化共生、⑤男女共同参画

（1）豊かに暮らせるようにみんなで助け合おう  ①地域福祉、②高齢者福祉、③介護、④障がい者福祉

（2）生涯にわたって健康に暮らせるようにしよう  ①地域医療、②健康づくり、③スポーツ、④生きがい・働きがい

（1）地域で支え合い、災害に強いまちをつくろう  ①防災・減災、②消防

（2）交通事故や犯罪のないまちをつくろう  ①交通安全、②防犯

（1）工業のさらなる成長を支えよう  ①工業

（2）まちのにぎわいや魅力を生み出そう  ①商業、②観光・魅力発信、③地域活力

（3）地域の農業と多面的機能を持つ農地を守り、次代につなげよう  ①農業、②地産地消

（1）緑を守り育て、まちを美しくしよう  ①緑のまちづくり、②環境美化

（2）環境にやさしいまちにしよう  ①地球環境の保全、②循環型社会

（1）生活の基盤が整ったまちをつくろう  ①土地利用、②河川、③下水道

（2）便利で快適な住環境をつくろう  ①公共交通、②道路、③市街地整備、④景観

（3）多様な世代の定住・移住を促進しよう  ①住まい、②雇用対策

基本的な考え方 取組項目

（1）市民が参画し、ともに支え合う協働のまちづくり  ①市民の参画と協働によるまちづくり

（2）透明性の高い開かれた市政  ①行政情報の公開、②広報・広聴

（3）効果的・効率的で安定した行財政運営  ①行政組織、②行政改革・行政評価、③広域連携の推進、④財政

２　健康で生き生きと暮らせるまち

基本構想 基本計画

基本目標

１　安心して子どもを産み育て、
　　誰もが豊かな心を育むまち

３　安全で安心して暮らせるまち

４　魅力と活力があふれるまち

５　自然環境を守り未来へつなぐまち

６　快適で暮らしやすいまち

まちづくりの進め方
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第４章 土地利用構想 
  
１  基本的な考え方 

本市は、総面積が３２．１９ｋ㎡、人口が約６万人と面積・人口が適度でコンパクトな

まちです。限られた土地を貴重な資源として、自然環境や農地の保全・活用を図るととも

に、将来的な人口減少や超高齢社会の到来を見据えて、適正な規模の住宅地や産業用地を

確保・誘導することにより、持続可能なまちの発展と市民の豊かな暮らしの実現を目指し

ます。 

また、地域ごとの特性を生かし、市全体として調和のとれた土地利用を推進することに

より、市全体の活力を創出していきます。  

   
２  主な用途別土地利用の考え方 

（１） 住宅地 
 
本市の将来人口は、さまざまな施策や取り組みを行うことにより、基本構想の目標年と

なる★★２０年（２０３８年）までの期間において伸び続ける見込みであり、人口の見通

しを踏まえ、必要となる用地を確保していくことが必要です。 

計画期間中の人口増加の見通しや市民ニーズなどに対応していくため、市街化区域内に

おける低未利用地を活用するとともに、新たな住宅地の確保・誘導を目指していきます。 

 

（２） 工業地 
今後も工業の振興に努め、安定した財源確保を図っていくため、積極的に企業誘致を行

うとともに、新たな工業地の確保・誘導を目指していきます。 

新たな用地については、東名三好インターチェンジ周辺や既存工場敷地の隣接地、幹線

道路を生かすことのできる一団のエリアを候補地として、最適な用地の確保を図ります。  
（３） 商業地 

既存の商業集積エリアの維持やさらなる小売業の促進を図るとともに、今後の人口見込

みに対応した生活利便施設の配置や商業・業務機能などの適切な配置を進めます。 

交通の結節点となる駅周辺などの生活の拠点となる地域においては、新たな商業地の確

保・誘導を目指していきます。  
（４） 農業地 

まとまった一団の優良農地は農業の振興地域として計画的に保全し、また、緑地として

の農地を将来へとつないでいきます。    
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３  土地利用方針 

「ゾーン」、「拠点」、「骨格軸」の都市構造の要素に応じて、秩序ある土地利用を推進しま

す。 

 

ゾーン   くらし（住宅地）ゾーン 
 ◆交通アクセスなどの都市基盤が整った、良好な住環境の形成・保全を図ります。 

◆幹線道路沿道では、ロードサイド型店舗や利便性を生かした住宅地の形成を図ります。 

◆土地区画整理事業で形成された住宅地では、整った街並みを保全し、健康的で快適

な居住環境の維持・形成を図ります。 

◆既成市街地や既存住宅地では、周辺の環境との調和に配慮しつつ、居住環境の改善

を図るとともに、空き家などを活用して定住促進を図ります。 

◆都市中心拠点やその周辺において、低未利用地の活用を進めます。 
  にぎわい（商業地）ゾーン 

 ◆都市中心拠点や駅前拠点周辺で、人が集い、にぎわいの拠点となる商業空間の維持

や促進を図るとともに、日常生活に必要なサービスが身近に享受できる暮らしを支

えるための施設の立地誘導を図ります。 
  ものづくり（工業地）ゾーン 

 ◆既存工業地の維持・保全を図るとともに、まちの活力の維持や強化に向けて、東名

三好インターチェンジ周辺地区や既存工場隣接地で連携を図ることのできる区域な

どでは、新たな産業基盤の立地促進や工業用地の確保を図ります。 
  田園環境ゾーン 

 ◆営農環境や田園景観の保全のため、優良な農地の保全に努め、田園環境の維持を図

ります。 
  ふるさと居住地ゾーン 

 ◆既存住宅地に隣接する区域において、田園環境ゾーンと既存住宅地との一体化を考

慮した良好な居住環境の形成を図ります。 
  自然保全・レクリエーションゾーン 

 ◆樹林地や水環境、公園などの空間は、都市や田園環境の都市景観の形成の一部をな

しており、暮らしの中での憩いの場として重要な要素であることから、自然環境の

保全に努め、景観やレクリエーション機能の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

拠点   都市中心拠点 
 ◆市役所を中心に、図書館学習交流プラザ「サンライブ」、歴史民俗資料館など多

くの公共施設や銀行、郵便局などの公益施設が集まるとともに、大型商業施設の

立地により、生活に必要な機能が集積した地区で、日常生活の中で必要となる都

市機能の維持・向上を図ります。 

◆にぎわいと交流を創出する複合的な都市機能の集積を図るとともに、土地の高度

利用などによる魅力ある都市空間の創造によって、本市の顔づくりを進めます。  駅前拠点 
 ◆名鉄豊田線の黒笹駅、三好ケ丘駅周辺は、公共交通の結節点としての利便性を高

めます。 

◆鉄道、バスなどの公共交通や自動車交通と駅との連携を高めることにより、駅の機

能を生かし、交通環境の改善や、環境負荷の軽減など都市空間の効率的な利用を図

ります。 

◆駅の交通結節点の機能を生かし、暮らしを支える生活機能の整備・充実により、

人々が交流する活気ある駅前拠点の形成を図ります。  健康・文化・交流拠点 
 ◆三好公園などの市内に分布する公園・緑地や「サンライブ」などの既存の施設を

活用して、市民がスポーツや文化活動などに親しむことができ、市民同士の交流

を活発にする健康・文化・交流拠点を形成します。 

  福祉・医療・介護拠点 
 ◆みよし市民病院周辺において、市民の健康寿命の延伸につなげられるよう、福

祉・医療・介護機能の充実と連携推進を図る拠点を形成します。 
  産業・流通拠点  ◆東名三好インターチェンジ周辺は、インターチェンジ直近という交通の結節点と

しての利便性を生かし、さらに周辺の物流機能や産業の集積を図ります。 

◆付加価値の高い新たな産業の企業誘致を図る産業・流通拠点を形成します。 
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⾻格軸 
 

 

広域幹線軸 

 ◆本市の産業・経済・社会活動を支えるとともに、広域的な都市間の交流・連携の

促進に資する道路および鉄道を広域幹線軸として位置付けます。 

◆災害時における第１次緊急輸送道路としての役割を有する東名高速道路と一般

国道１５３号を広域幹線軸（道路）とします。 

◆名古屋や豊田方面への通勤・通学や人々の交流を支える名鉄豊田線を広域幹線軸

（鉄道）とします。 

◆東名三好インターチェンジ、名鉄豊田線の黒笹駅、三好ケ丘駅については、交通

結節点として機能強化を図ります。 

◆広域幹線軸のあり方について、リニア中央新幹線開業による首都圏との時間短縮

効果の波及が想定されることから、過度に自家用車に頼らない質の高い交通環境

の整備の推進と都市や各地域の連携に向けた新たな交通施策の展開を図ります。  
 拠点連携軸 

 ◆「みよしの顔」となる都市中心拠点と、北の玄関口の一つである三好ケ丘駅の駅

前拠点の連携強化を図ります。 
 ⽔と緑のネットワーク基幹軸 

 ◆市内を南北に縦断する境川緑地・境川きたよし緑地の整備を促進し、前田緑道や

三吉緑道と愛知用水路の上部を利用した緑道の整備により、市内全域にネットワ

ークを形成し、水と緑のネットワーク基幹軸と位置付け、自然に親しめる環境づ

くりと人と人の交流を図ります。 

 

 

■土地利用構想図 

 土地利用構想図は、土地利用方針に基づいてさまざまな取り組みを推進することによって

形成されるまちのイメージを概念図として示したものです。     
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第５章 地域別構想 
  
１  基本的な考え方 

地域の特徴や特性を生かしたまちづくりを進めるため、市民の生活圏域を地域区分の基本

として、それぞれの「地域の将来像」や「まちづくり構想」を定めます。 

 第１次みよし市総合計画では、大きく３つの地区（「きたよし地区」、「なかよし地区」、

「みなよし地区」）に分けて地区別構想を定めましたが、これまでの「きたよし地区」のう

ち、黒笹、ひばりヶ丘、三好丘、三好丘緑、三好丘旭、三好丘桜、三好丘あおばは、鉄道

駅を核とする土地区画整理事業により開発が進められてきた住宅地として成熟が進んでき

た地域であり、今後も、鉄道駅を拠点としたまちづくりが期待されています。そのため、

莇生、福谷、高嶺、あみだ堂とは地域の特性が異なってきていることから、従来の区分を

見直し、「おかよし地域」、「きたよし地域」、「なかよし地域」、「みなよし地域」の４地域に

区分します。 

 なお、「おかよし」は、三好ケ丘（おか）第一、第二、第三地区、中央土地区画整理事業

として開発された地域であること、この地域の行政区の名称の多くに「おか」が付くことか

ら、「おかよし地域」としました。  

 
２  地域区分 

「おかよし地域」、「きたよし地域」、「なかよし地域」、「みなよし地域」の４地域に区分し、

地域別構想を定めます。 

 

  
【地域区分と行政区の関係】 

区分 行政区名 
おかよし地域 黒笹、ひばりヶ丘、三好丘、三好丘緑、三好丘旭、三好丘桜、三好丘あおば、福谷（一部） 

きたよし地域 莇生、福谷、高嶺、あみだ堂 

なかよし地域 新屋、三好上、三好下、西一色、福田、東山、好住、中島、平池、上ヶ池 

みなよし地域 明知上、明知下、打越、山伏 
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３  地域別構想  
 おかよし地域  

①地域の特性 

 黒笹駅と三好ケ丘駅が立地する交通利便性の高い地域です。地域内では、土地区画整理

事業が行われ、閑静な住宅地が形成されています。生産年齢人口の割合が最も高く、三好

ケ丘駅近くには東海学園大学が立地するため学生が継続して集まり、今後も人口増加が見

込まれています。その反面、高齢化が急速に進行する地域でもあります。  
②地域の将来像 

人々をひきつける交流のまち おかよし地域  
③まちづくり構想 
◆北の玄関口としての都市機能 

・駅周辺において、生活利便施設の集積など都市機能が充実したまち 

・駐車場や駐輪場が整備され、鉄道駅への利便性が高いまち 

・高齢社会に対応した暮らしを支える生活機能が充実し、人々が交流する活気ある交通

結節点が形成されたまち  
◆整備された良好な居住環境 

・良好な居住環境が維持され、子育てしやすい環境が整ったまち 

・駅を中心に高齢者が歩いて暮らしやすい生活圏の形成や居住空間の形成が図られたまち 

・彫刻が配置された、歩行者に快適な遊歩道があるまち  
◆地域活動 

・地区拠点施設に地域住民が集まり、世代間交流や市民活動が活発なまち  
◆大学との交流・連携 

・地域の交通安全や地域行事などのさまざまな場面で、東海学園大学との交流・連携が

活発に行われるまち  

    
 きたよし地域  

①地域の特性 

 多くの自然が残されている地域であるとともに、福谷城跡などの貴重な史跡が継承され

ています。東名三好インターチェンジ周辺は土地区画整理事業によって工場や商業施設の

立地と、住宅地の形成が図られた地域です。 

  
②地域の将来像 

緑と史跡・文化を大切にするまち きたよし地域  
③まちづくり構想 
◆整備された良好な居住環境 

・東名三好インターチェンジや周辺の道路環境による交通アクセスに優れ、整備された

良好な居住環境が維持されたまち 

・駅に近い区域において、生活利便施設の集積など都市機能が充実したまち  
◆史跡・文化の活用 

・猿投古窯や福谷城跡などの歴史資源を守り、継承するまち 

・史跡などに身近に触れることができ、学べるまち  
◆自然との調和 

・地域に残る里山や自然環境を大切に守り育てるまち 

・境川や砂後川、福谷公園を軸とした緑地を活用して散策やサイクリングを楽しめるまち 

 

◆大学との交流・連携 

・地域の交通安全や地域行事などのさまざまな場面で、東海学園大学との交流・連携が

活発に行われるまち  
◆産業基盤 

・東名三好インターチェンジ周辺などにおいて、付加価値の高い産業集積が図られたまち  
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 なかよし地域  

① 地域の特性 

市役所や図書館学習交流プラザ「サンライブ」などの公共施設をはじめ、福祉・医療な

どの施設や大型商業施設などが集積し、都市機能が充実したまちを形成しています。   
②地域の将来像 

「みよしの顔」となる機能的なまち なかよし地域  
③まちづくり構想 
◆「みよしの顔」にふさわしい都市中心拠点 

・公共施設や福祉・医療施設、商業施設、居住環境などが機能的に配置され、公共交通

ネットワークが整備されたまち 

・にぎわいと交流が盛んな「みよしの顔」にふさわしいまち 

・中心市街地や一般国道１５３号など幹線道路を生かした生活利便施設の立地やにぎわ

い空間の形成が図られたまち  
◆居住機能 

・文化的で快適な暮らしができる良好な住宅地が形成されたまち 

・多世代居住が可能な「ふるさと居住地」が整備されたまち 

・多様な世代がふれあい、思いやりのあるまち  
◆水と緑を生かした遊歩道のネットワーク 

・水と緑に恵まれた三好公園と保田ヶ池公園を拠点として、境川や前田緑道、三吉緑道

を軸とした散策やサイクリングを楽しめる安全で安心な水と緑のネットワークがある

まち  
◆果樹産地 

・市の特産物である果樹栽培が盛んで、安定的でやりがいのある農業経営ができるまち 

・果樹園が整備され、人が集まり、交流が生まれるまち  
◆産業基盤 

・工業、物流などの産業基盤が整った活力のあるまち  

  
 みなよし地域  

①地域の特性 

既存集落と農地が広がる中にいくつかの大規模工場が立地しています。工場では、活発

な生産活動が行われ、多くの市民に就労の場を提供し、本市の財政基盤を支えています。

また、豊かな自然環境の中で多世代による共生が可能で、地域住民の団結力が強く、地域

力が高いことが地域の特性となっています。  
②地域の将来像 

地域力を生かした元気なまち みなよし地域  
③まちづくり構想 
◆多世代が共生できる居住機能 

・既存集落との調和を図りながら、多世代居住が可能な「ふるさと居住地」が整備され

たまち 

・全ての世代が互いに助け合いながら、安心して住み続けられるまち 

・周辺環境とのバランスを考慮しつつ、幹線道路沿道では生活利便施設が配置され、自

然が豊かで、落ち着いた環境の中で住み続けられるまち  
◆地域力 

・地域力の高さを生かし、コミュニティ活動が活発で、地域内の交流があるまち 

・市主催の産業フェスタなどのイベントが行われ、地域内外の交流があるまち  
◆優良農地の保全・地産地消 

・優良農地の集約化により、地域の特徴を生かした果実（かき・なし・ぶどう）や野菜、

花などの農産物の高品質化を進め、やりがいのある農業経営ができるまち 

・地元農家が作った野菜、果実、花を販売し、地産地消が図られたまち  
◆自然との調和 

・細口公園や茶屋川を生かして、散歩やサイクリングを楽しめる安全で安心な水と緑の 

ネットワークがあるまち  
◆産業基盤 

・基幹産業である自動車関連産業を中心に、産業の一層の高度化・付加価値化が図られ

たまち 

・産業や物流を担う幹線道路をはじめとした道路網が整ったまち  
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第６章 人口の見通し 
  
１  目標年次の将来人口 

 

 

 

 

 

基本構想の目標年次である★★２０年（２０３８年）の将来人口を６５，０００人と想定

します。基本計画の目標年次である★★１０年（２０２８年）の将来人口を６３，７００人

と想定します。 

この総合計画に定める、さまざまな施策や取り組みを推進することで、基本構想の目標年

次に人口６５，０００人の達成を目指します。   
■将来推計人口 

29,935

35,891

43,483

52,298

57,561

59,474
60,860

62,100
63,400 63,700 64,200

64,800 65,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

1989 1994 1999 2004 2009 2014 2017 2022 2027 2028 2032 2037 2038

基本構想

目標年次

基本計画

目標年次
実績値 推計値

 
資料：住民記録（実績値）  

         
■５歳階級別人口ピラミッドの変化 

 

                （基本計画目標年次）  （基本構想目標年次） 

２０１７年   →   ２０２８年   →   ２０３８年                                       
3,000         2,000        1,000           0          1,000         2,000         3,000（人） 

 

0

5
0
0

1
,0
0
0

1
,5
0
0

2
,0
0
0

2
,5
0
0

3
,0
0
0

90歳以上

85～89歳

80～84歳

75～79歳

70～74歳

65～69歳

60～64歳

55～59歳

50～54歳

45～49歳

40～44歳

35～39歳

30～34歳

25～29歳

20～24歳

15～19歳

10～14歳

5～9歳

0～4歳

0

5
0
0

1
,0
0
0

1
,5
0
0

2
,0
0
0

2
,5
0
0

3
,0
0
0

男性 女性

2017 年 

2028 年 

2038 年 

★★２０年（２０３８年）に６５，０００人 

2038 年 

2028 年 

2017 年 
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２  年齢３区分別人口割合 

市全体では、★★２０年（２０３８年）に６５歳以上人口は２５％となり、４人に１人が６

５歳以上という状態になります。 

地域別では、おかよし地域において高齢化が急速に進展すると見られ、平成 29 年（２０１７

年）の高齢化率（６５歳以上人口の割合）が１０％であるのに対し、★★２０年（２０３８年）

には２６％まで高まります。   
■市全体 年齢３区分別人口割合の見通し  

   
区分 

平成 29年（2017年） ★★10年（2028年） ★★20年（2038年） 

0～14歳 

人口 

15～64歳 

人口 

65歳以上

人口 

0～14歳 

人口 

15～64歳 

人口 

65歳以上

人口 

0～14歳 

人口 

15～64歳 

人口 

65歳以上

人口 

市全体 １６％ ６７％ １７％ １５％ ６５％ ２０％ １５％ ６０％ ２５％ 

 

おかよし地域 １６％ ７４％ １０％ １５％ ６９％ １６％ １５％ ５９％ ２６％ 

きたよし地域 １９％ ６０％ ２１％ １６％ ６３％ ２１％ １５％ ６３％ ２２％ 

なかよし地域 １５％ ６３％ ２２％ １４％ ６３％ ２３％ １４％ ５９％ ２７％ 

みなよし地域 １９％ ６１％ ２０％ １６％ ６３％ ２１％ １５％ ６１％ ２４％  

 
■地域別 年齢３区分別人口割合の見通し 
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第７章 総合計画の推進に向けて 
  
１  総合計画における財政運営の考え方 

本市は、自動車関連産業などが多く集積し、本市の一般会計のうち、歳入の多くを法人税

収入が占めています。法人税収入は企業などの経済活動状況により増減するなど、社会経済

状況や為替変動など行政経営以外の要因に大きく左右されることから、本計画期間を通した

長期的な財政の見通しが予測しにくい状況にあります。 

このため、総合計画の中で掲げる各取り組みを実施するための財源については、毎年度策

定する実施計画において財源の裏付けの確認と事業の優先順位付けを行い、財政調整基金や

各目的別基金を有効に活用し、予算との連動を図りながら本計画の基本目標の達成を目指し

ます。実施計画は、3 年間の見通しについて毎年度見直しを行うローリング方式で策定して

いきます。  
２  総合計画の進行管理 

 第２次みよし市総合計画では、市民と行政のそれぞれが自らができる役割を担い、みんな

でまちづくりを進めます。 

そのためには市民と行政が、互いに共有した認識を持ち、目標を確認してまちづくりを進

めることが重要となります。第２次みよし市総合計画では、本市が目指す方向性を明らかに

し、達成水準を示すこととし、総合計画の基本計画において取組分野に対応した目標指標（数

値目標）を設定します。 

 成果としての目標指標は、具体的な施策を計画的に進めていく上で、毎年進ちょく状況を

管理し、その達成状況や成果（事業効果）について評価・検証を行い、この結果を公表して

いくことで市民と情報を共有していきます。 

 まちづくりを進めるための取り組みに対する評価・検証に当たっては、事務事業評価のＰ

ＤＣＡサイクルによる行政評価（内部・外部評価）を基本に、総合計画基本計画に示された

施策の実施内容について、各年度の取り組みを具体化した実施計画を作成（Ｐｌａｎ）し、

取り組みの実施（Ｄｏ）、成果の評価・検証（Ｃｈｅｃｋ）、継続的な改善（Ａｃｔｉｏｎ）

を行っていきます。 

 なお、総合計画基本計画は、社会経済情勢の変化など本市を取り巻く環境の変化に対し、

より柔軟に対応するため、総合計画基本計画の計画期間の中間（５年）で見直しを行います。 

 実施計画については、具体的な事業内容を明らかにし、目標指標と行政評価を連動させる

ことにより、毎年度進行管理を行い、これをもって各年度の予算編成の指針とします。実施

計画の計画期間は、３年間とし、毎年度ローリング方式で見直しを行います。  

      
■PDCAサイクルによる総合計画基本計画の進行管理             



 

                          

 

みよし市民憲章 
 

わたしたちは、恵まれた自然と郷土を愛し、自らの手で、

ここをいっそう生きがいのある住みよいまちにするために、

この憲章を定めます。 

 

１ あふれるばかりの緑と花を育て 川をきれいにし 

うるおいのある美しいまちにしましょう 

１ しあわせな家庭をつくり スポーツに親しみ 

青少年の伸びるまちにしましょう 

１ 教養をたかめ 知性をみがき かおり高い 

文化のまちにしましょう 

１ 誇りと創意をもって仕事に励み 調和のとれた 

豊かなまちにしましょう 

１ 進んできまりを守り 互いに信じあえる 

明るいまちにしましょう 


