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31 （新たな計画）の構成

（１） 現行計画の構成の見直し

基本構想
20年（H13～H32）

基本計画
前期10年/後期10年（5年ごと総点検）

実施計画
原則、毎年度ローリング

○人口ビジョン
○重点戦略 「地域創生/復興」
○政策の柱（復興/６つの柱）
復興/Ⅰ美しい環境を守り育てあう/Ⅱ心を
つなぎ支えあう/Ⅲ学びあい高めあう/Ⅳ魅力
を育み磨きあう/Ⅴ活気を生み力を伸ばしあ
う/Ⅵ交わり連携を深めあう
○計画推進（行財政運営等）

○政策の柱に応じた事業

○まちづくりの姿勢

生活者起点/将来世代に責任

○めざしていく「いわき」の姿

①循環を基調とした持続可能なまち/②誰

もが安全に安心して暮らせるまち/③活力に

満ち、創造力あふれるまち

○まちづくりのしくみ

〇まちづくりの方向

【現行計画】
現行計画策定後の

状況変化

意識調査や有識者意見、
実績総括や国の動向等

審議会
委員ヒアリング

セグメント
懇談会

現行計画総括

国等の動向

アンケート
調査

庁内
ヒアリング等

1

2

3

4

5

6

以和貴まちづくり基
本条例

（H29.3制定）

まちづくりのしくみ

人口ビジョン
創生総合戦略

その他各部門の計画
等

公共施設等
総合管理計画

まちづくりの取組

地域を取り巻く課題は、人口減少
の進行や頻発する自然災害、様々
なインフラの老朽化など深刻化・
現実化するとともに、立場や考え
方が異なる様々な関係者に影響
を及ぼすような複雑化・多様化し
た課題も増加しつつある

そのため、一つの普遍的な正しい
答えを導き出すことは困難になり
つつある。

このような背景を踏まえ、まちづく
りは常に「未完成」であると捉え、

共創力を発揮しながら、最適・最
善の取組みを導き出せる柔軟性の
ある仕組みとして、総花的ではなく
重点選別化され、また市民の皆様
に伝わり、共に取り組んでいけるよ
うな計画を目指すべき

新たな計画については、市民の皆様によ

り分かりやすく、かつ、機動的に政策効果の

高い事業推進が図られるよう、現行計画の

３層構造を見直し、

❶普遍的な「まちづくりの理念」

❷環境変化に柔軟に対応していくための

重点事業を位置づける「まちづくりの経営

指針」

の２つの構成として検討していくことで整理。



41 （新たな計画）の構成

(２) 構成

この計画は、「まちづくりの理念」と「まちづくりの経営指針」の大きく２つの構成となっています。

「 まちづくりの理念 」 「 まちづくりの経営指針 」

誰もが「住んで良かった、住み続けたい」と
思える魅力にあふれた 「いわき」を実現
▶ まちづくりにおける基本原則を明らかにし、
市民及び市それぞれの果たすべき役割並びに
まちづくりに関する基本的な事項を定め、共創
のまちづくりを推進

以和貴まちづくり基本条例（普遍）

市民・・市民一人ひとりが“まちづくり”を「自
分ごと化」することができるしくみ

行政・・まちづくりの公助の部分や、共助を支え
る部分をしっかりと行政が取り組むもの
を示す

条例を推進するしくみ（可変することを普遍化）

中長期を見据えた5年間の指針（可変）

❶ 分野・組織等を超えて横断的に取り組む事業

❷ 新たな社会の動き・課題・テーマ等に即した事業

❸ 市民ニーズが高い事業 など

経営指針に位置付ける重点事業

目指すべき目標

解決すべき課題やテーマ等

4

政策広範に

わたる計画

創生総合戦略、教育大綱、都市計画ﾏ
ｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ、人材育成計画、財政計画、
公共施設等総合管理計画 等

分野別計画 各分野ごとに策定する個別計画



51 （新たな計画）の構成

＜ 参考 ＞

高校生の将来の定住意向：４割弱は将来的に本市で
の生活を希望していない
高校生が自らできること：情報発信、ボランティア、郷

土愛を持つこと 等
※出前講座などの機会を捉え、あらゆる世代(特に若者)と様々な視点
で意見交換等

セグメント懇談会2

成果指標の状況、市民ニーズから、特に「暮らしの安
全」、「子育て・福祉」といった 「安心・安全」に関わる市
民生活のベースとなる施策が優先される 等

現行計画総括3

構 計画構成に反映理 まちづくりの理念に反映 経 まちづくりの経営指針に反映

（主なもの）

男女年齢問わず「暮らしの安全・安心」への強い課題
意識
特に「若い世代が住みやすい」まちづくりが必要
市民の「幸せ」を意識したまちづくりが「共創」「定住」

の意識につながる
総花的・抽象的でなく「伝わりやすく重点化」された市

民目線のまちづくりが必要等

アンケート調査1

構

経

経

経

経

経

経

（主なもの）

（主なもの）

まちづくりは常に「未完成」（よりよい方向へアップ
デート）
まちづくりの視点として「持続可能」「郷土愛」「自分
ごと化」「地域力」「つながり」
重点化として対象・事業・区域などの「選択と集中」
「収支等のバランスを踏まえる」
策定の視点として「方向性等の明確化」「重点化」
「わかりやすい・伝わる計画」
計画の方向性に関して「普遍的なまちづくりのしくみ
＋施策は可変的なしくみ」 等

審議会
委員ヒアリング

4

構

経

構

理

構

まちづくりの視点として「安全・安心」「共創・共生」
「行政のあり方」等
行政サービスのあり方、コンパクト+ネットワーク等の
組織横断的な課題認識
職員個人からは「総花的・抽象的」といった現行計
画の問題点等の意見 等

庁内ヒアリング等5

（主なもの）

地方制度調査会中間報告等

国等の動向6

（主なもの）

（主なもの）

経

経

構



6２ まちづくりの理念

（１） 以和貴まちづくり基本条例

「 まちづくりの理念 」 「 まちづくりの経営指針 」

以和貴まちづくり

基本条例

条例を推進するしくみ

中長期を見据えた5年間の指針

経営指針に位置付ける
重点事業

目指すべき目標、

解決すべき課題や

テーマ等



7

基本原則

相互
協力

課題
共有

自分
ごと化

地域人財の育成

ひとづくり

地域産業の振興

しごとづくり

地域価値の向上

まちづくり

市民の役割

市の役割

◇地域人財育成（ひとづくり） ◇地域価値向上（まちづくり） ◇地域産業振興（しごとづくり）

情報の共有/市民参画/連携まちづくりの基本原則を明らかにし、共創のまちづ
くりを推進し、魅力にあふれた「いわき」を実現

目的 基本原則

共創の
まちづくり

誰もが「住んで良かった、住み続けたい」と思える魅力にあふれた「いわき」を実現するため条例を制定

２ まちづくりの理念

市民：まちづくりの主体であることを認識し、共創のまちづくりに努める
市：共創のまちづくりに関する施策の策定・実施、市民の主体的なまちづくりを支援

役割

（１） 以和貴まちづくり基本条例



8２ まちづくりの理念

（２） 条例を推進するしくみ

「 まちづくりの理念 」 「 まちづくりの経営指針 」

以和貴まちづくり

基本条例

条例を推進するしくみ

中長期を見据えた5年間の指針

経営指針に位置付ける
重点事業

目指すべき目標、

解決すべき課題や

テーマ等



9２ まちづくりの理念

「以和貴まちづくり基本条例」の推進を担保する仕組みとして、条例が定める

▶ 「市民の役割」 （＝まちづくりを「自分ごと化」するなど）

▶ 「市の役割」 （＝公助の取組みを推進し、また、共助を支える取組みも推進するなど）

をしっかりと実現できるような仕組みを不断に検討し、時代環境に適したものに
磨きあげていくことを条例に新たに位置づけることを検討する。

（２） 条例を推進するしくみ

＜以和貴まちづくり基本条例の見直し例：以下のようなパターンを検討＞
例❶：「第３条の基本原則に追記するパターン」

例❷：「第５条の市の役割に追記するパターン」

例❸：「第17条の条例の見直しに追記するパターン」

第３条 市民及び市は、次の事項を基本として、共創のまちづくりを進めるものとする。
⑴ 市民及び市は、まちづくりに関して必要な情報の共有に努めるものとすること。
⑵ 市民はまちづくりに自らのこととして参画し、市はまちづくりへの市民の参画を推進すること。
⑶ 市民及び市は、連携してまちづくりを推進すること。

第５条 市は、基本原則にのっとり、共創のまちづくりに関する施策を総合的に策定し、及び実施するとともに、市民の主体的な
まちづくりを支援するものとする。

第17条市は、この条例について、市民の意識、社会情勢等の変化を踏まえ、必要に応じ、市民参画の下に見直しの措置を講
ずるものとする。



10３ まちづくりの経営指針

(1) 目指すべき目標、解決すべき課題やテーマ等

「 まちづくりの理念 」 「 まちづくりの経営指針 」

以和貴まちづくり

基本条例

条例を推進するしくみ

中長期を見据えた5年間の指針

経営指針に位置付ける
重点事業

目指すべき目標、

解決すべき課題や

テーマ等



11３ まちづくりの経営指針

今後の地方自治体を取り巻く環境の変化

目指すべき目標、解決すべき課題やテーマ等

(1) 目標、課題やテーマ等

いわき市を取り巻く環境の変化

いわき市における

目指すべき目標、解決すべき課題やテーマ

国の動向等（地方制度調査会中
間報告、地方創生、Society5.0、
SDGs 等）

人口推計 等
これまでの取組み・
総括 等



 Society5.0の到来など新たな技術の進展、ﾗｲﾌ
ｺｰｽや価値観の変化・多様化により課題の現れ方が
変わる可能性（新たな技術の社会実装で人材不
足や距離の制約等を乗り越えられる可能性、地方
圏への新たな人の流れや人材の参画が広がる）

12３ まちづくりの経営指針 (1) 目標、課題やテーマ等

① 今後の地方を取り巻く環境の変化等
ア 2040年頃から逆算し顕在化する地方行政の諸課題とその対応 （地方制度調査会

中間報告（2019.7））

人口構造の変化・課題 インフラ・空間に関する変化・課題 技術・社会等の変化・課題

 サービスの需要と供給の両面に大きく影響を与え、サービスの持続可能性に影
響を及ぼす（支えを必要とする者や更新時期が到来したインフラが増加する一
方で、支え手・担い手が減少するギャップにより多様な分野で課題が顕在化）

 東京一極集中は人材の偏在に拍車をかけ、課題の深刻さを増大させるととも
に大規模災害時の大きなリスクとなる

ひと

① 地域社会を支える人材の育成（最適化された学び、産業・地域の担い手育成、公務人材育成、地方議会人材参画等）
② 多様・柔軟な働き方の実現と地域経済の活力向上（時間や場所にとらわれない働き方、変革しようとする事業者支援、
就職氷河期世代などへの支援、広域的な産業・地域雇用対策、インバウンド対応等）

③ 地域の枠を超えた連携（関係人口拡大、定住・UIJターン促進環境整備、自治体連携、県と市町村の柔軟な連携等）
④ 組織の枠を超えた連携（住民が継続して活動するための仕組み、一人複役（副業、兼業等）、官民での専門人材シェア、
公共私間をつなぐコーディネート人材、新たな民間サービスを活用した地域の課題解決）

地方公共団体は、厳しい資源制約の下でも、持続可能な地域社会を実現していくことが必要

インフラ・
空間

① 持続可能な管理（賢く長く使うための管理手法見直し、将来見通し等に応じた適正立地）
② 地域の枠を超えた連携（生活圏・経済圏での公共交通ネットワーク化、市町村区域にこだわらない都市機能の適正配
置、都道府県や市町村との連携によるメンテナンス体制、広域連携による大規模災害への事前防災・減災）

③ 組織の枠を超えた連携（公共施設と民間施設の複合化、暮らしを支える生活機能の拠点づくり等）

技術
① ひとへの投資（STEAM教育、官民を行き来する柔軟なキャリアパス等）
② インフラへの投資（システム標準化・共同化など行政サービスデジタル化、AI等の共同利用促進等）



13３ まちづくりの経営指針 (1) 目標、課題やテーマ等

①今後の地方を取り巻く環境の変化等
イ 関連する動向等 （地方創生）

地方創生

〇人口急減、超高齢化という直面する大きな課題に対し、各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続的な
社会を創生。人口減少を克服し、将来にわたって成長力を確保し、「活力ある日本社会」を維持するために、次の４
つの基本目標に向けた取組みを進める。
「地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする、これを支える人材を育て活かす」
「地方への新しいひとの流れをつくる」
「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる、誰もが活躍できる地域社会をつくる」
「時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する」

「まち・ひと・しごと創生基本方針2019」より



14３ まちづくりの経営指針 (1) 目標、課題やテーマ等

① 今後の地方を取り巻く環境の変化等
ウ 関連する動向等 （Society5.0）

Society5.0

〇第４次産業革命と呼ばれるIoTやAI(人口知能)、ロボットや自動走行車などの新技術は、少子高齢化や地方の
過疎化、貧富の格差といった課題の克服に期待されており、国においては、こうした技術を社会に積極的に導入す
ることにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する新たな社会である「Society5.0」の実現を目指す。
〇サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させ、地域、年齢、性別、言語等の格差なく、
多様なニーズ、潜在的なニーズにきめ細やかに対応したモノ・サービスを提供することで、経済的発展・社会解題の
解決を両立し、快適で活力に満ちた質の高い生活を送ることができる、人間中心の社会としてSociety5.0の実現
を目指す。
〇少子高齢化の最前線である地方においてこそ、Society5.0の実現を目指し、地域の魅力を最大限に活かし、自
立した豊かな地方の姿を実現していくことが重要（最先端都市「スーパーシティ」構想の実現へ）



15３ まちづくりの経営指針 (1) 目標、課題やテーマ等

① 今後の地方を取り巻く環境の変化等
エ 関連する動向等 （SDGs）

SDGs

〇SDGs（Sustainable Development Goals）は、2001年に策定されたミレニアム開発目標（MDGｓ）の後継と
して、2015年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016
年から2030年までの国際目標。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され、
地球上の誰一人として取り残さない（leave no one behind）ことを誓う。
〇SDGsは発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル（普遍的）なものであり、日本としても積
極的に取り組む。

15



16３ まちづくりの経営指針

今後の地方自治体を取り巻く環境の変化等

目指すべき目標、解決すべき課題やテーマ等

(1) 目標、課題やテーマ等

いわき市を取り巻く環境の変化等

いわき市における

目指すべき目標、解決すべき課題やテーマ

国の動向等（地方制度調査会中
間報告、地方創生、Society5.0、
SDGs 等）

人口推計 等
これまでの取組み・
総括 等



17３ まちづくりの経営指針 (1) 目標、課題やテーマ等

② 今後のいわき市を取り巻く環境の変化等

ア 現行計画の総括

政策の柱（復興＋Ⅰ～Ⅵ）は「達成度」「満足度」「優先度」の観点からそれぞれ異なる評価

Ⅰ・Ⅲは一部悪化指標があるものの満足度でプラス評価

Ⅱ・Ⅴは指標改善に相当の努力が必要で優先度も高い Ⅳ・Ⅵは達成度はバラつきがあるが満足度はマイナス評価

復興は概ね良好があるが満足度では平均的な評価

政策の柱 分野 実績・評価

復興　震災前にも増して くらし、しごと、防災、共生と感謝
改善を要する指標があるものの、全体的には概ね良好。市民アンケートでは満足度・優先度ともに平

均的な評価。

Ⅰ　美しい環境を守り、育てあう
再生可能エネルギー、ごみ・減量、

自然を守り、引き継ぐ

「自然をつなぐ」取組が悪化しているものの、市民アンケートでは満足度が高く、今後も優先すべき政

策として上位。

Ⅱ　心をつなぎ、支えあう
共に生きる(くらしと権利)、産む・育てる、

健康と医療、住み慣れた地域で暮らす、

暮らしの安全

「いわきで産む」取組をはじめ、全国的な課題などにおいて一部悪化している指標があり、改善には相

当の努力が必要。市民アンケートでは今後優先すべき政策１位。

Ⅲ　学びあい、高めあう
教育、生涯学習・生涯スポーツ、

歴史・伝統・文化・芸術

「生涯学習」の取組など一部悪化している指標があるものの、市民アンケートの満足度ではプラス評

価。

Ⅳ　魅力を育み、磨きあう
まち、中山間地域・沿岸域、

住まい・住み良さ

「まち」「中山間地域・沿岸域」の分野で一部悪化している指標や仕組み等自体が構築できていない

ものがあるため、相当の努力が必要。市民アンケートの満足度でもマイナス評価。

Ⅴ　活気を生み、力を伸ばしあう
働く、稼ぐ力と経営力、農林水産業、

工業・商業サービス業、観光

雇用・担い手や産業振興など多くの分野で一部悪化している指標や仕組み等自体が構築できていな

いものがあるため、相当の努力が必要。市民アンケートの満足度でもマイナス評価であり、優先すべき

政策として上位。

Ⅵ　交わり、連携を強めあう
人と人・地域と地域、

交通基盤・移動手段、いわきブランド

全体的に概ね良好であるものの、本市の課題の１つでもある「公共交通」等の検討は必要。また、市

民アンケートでは、現状の満足度が最も低い政策である。



18３ まちづくりの経営指針

高校生の将来の定住意向：４割弱は将来的に本市で
の生活を希望していない
高校生が自らできること：情報発信、ボランティア、郷

土愛を持つこと 等
※出前講座などの機会を捉え、あらゆる世代(特に若者)と様々な視点
で意見交換等

セグメント懇談会2

成果指標の状況、市民ニーズから、特に「暮らしの安
全」、「子育て・福祉」といった 「安心・安全」に関わる市
民生活のベースとなる施策が優先される 等

現行計画総括3

構 計画構成に反映理 まちづくりの理念に反映 経 まちづくりの経営指針に反映

（主なもの）

男女年齢問わず「暮らしの安全・安心」への強い課題
意識
特に「若い世代が住みやすい」まちづくりが必要
市民の「幸せ」を意識したまちづくりが「共創」「定住」

の意識につながる
総花的・抽象的でなく「伝わりやすく重点化」された市

民目線のまちづくりが必要等

アンケート調査1

構

経

経

経

経

経

経

（主なもの）

（主なもの）

まちづくりは常に「未完成」（よりよい方向へアップ
デート）
まちづくりの視点として「持続可能」「郷土愛」「自分
ごと化」「地域力」「つながり」
重点化として対象・事業・区域などの「選択と集中」
「収支等のバランスを踏まえる」
策定の視点として「方向性等の明確化」「重点化」
「わかりやすい・伝わる計画」
計画の方向性に関して「普遍的なまちづくりのしくみ
＋施策は可変的なしくみ」 等

審議会
委員ヒアリング

4

構

経

構

理

構

まちづくりの視点として「安全・安心」「共創・共生」
「行政のあり方」等
行政サービスのあり方、コンパクト+ネットワーク等の
組織横断的な課題認識
職員個人からは「総花的・抽象的」といった現行計
画の問題点等の意見 等

庁内ヒアリング等5

（主なもの）

地方制度調査会中間報告等

国等の動向6

（主なもの）

（主なもの）

経

経

構

② 今後のいわき市を取り巻く環境の変化等
イ アンケート調査等



19３ まちづくりの経営指針 (1) 目標、課題やテーマ等

② 今後のいわき市を取り巻く環境の変化等

イ 人口の見通し （人口の将来推計、展望人口推計など）

人口推計など



20３ まちづくりの経営指針

今後の地方自治体を取り巻く環境の変化等

目指すべき目標、解決すべき課題やテーマ等

(1) 目標、課題やテーマ等

いわき市を取り巻く環境の変化等

いわき市における

目指すべき目標、解決すべき課題やテーマ

国の動向等（地方制度調査会中
間報告、地方創生、Society5.0、
SDGs 等）

人口推計 等
これまでの取組み・
総括 等



21３ まちづくりの経営指針 (1) 目標、課題やテーマ等

③いわき市における目指すべき目標、解決すべき課題やテーマ

まちづくりの「経営」に必要な３つのポイント

行政は、地方自治法に基づき、住民の福祉の増進(誰もが幸せに暮らし続けられる)のために、最小の経費で最大
の効果を挙げるという基本に立ち、市民満足度の向上を図るとともに、これからの時代の状況変化等に対応できる柔
軟性を保ちながら、共創力を発揮し、挑戦(攻め)と対応(守り)のバランスを見極めつつ持続可能な行政経営を推進。

暮らしに寄り添う
行政サービスの

充実強化
(= 行政サービスのあり方）

■安定した財政運営や適切な定員管理・人材育成
■民間企業の経営力・技術力・専門性の活用
■効率的・効果的かつ柔軟な行政サービスの提供

⇒ 人材育成、民間資源、行政の費用対効果を向上させていく取組
「人材育成」、「財政計画」、「公共施設等総合管理計画」、「個別計画」との連携 など

共創力の強化
(=共創のまちづくり)

■わかりやすく・効果的な情報発信と課題等のシェア
■つどい、見つけ、動き、助け合うことができる持続可能な場やしくみをシェア

⇒ 市民と行政の共創力（一体感)を高めていく取組
「共創のまちづくりを推進するしくみ」 など

本指針の期間

５年（10年先を見据えた令和3年度（2021）から令和７年度（2025）の5年の期間とする）

21

ひと・まち・しごと
の充実強化

(=創生総合戦略 等)

■人口減少・超高齢社会を踏まえた、ひと・まち・しごとを創生する方策の充実強化

⇒ 「人口減少に歯止めをかけ人口構造を改善」、「将来にわたりまちの活
力を維持」していく取組
この２つの目的に沿った取組を推進 など

2

1

3



22３ まちづくりの経営指針 (1) 目標、課題やテーマ等

③いわき市における目指すべき目標、解決すべき課題やテーマ

５年後（2025年）までに

５つの市民目線の目標を

５ポイントアップ すること
Mission
○「地方公共団体は、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなけれ
ばならない」と地方公共団体の事務処理についての原則が規定（地方自治法第２条第14項）
○地方自治体の最大のミッションは、住民の福祉の増進であり、まさに、いわき市においては、以和貴まちづくり基本
条例に掲げる”誰もが「住んで良かった、住み続けたい」と思える魅力にあふれたいわき”にしていくこと。
○その実現に向けて、まちづくりの基本的なことを明らかにして、共有し実行していく必要。
〇いわきに住む市民が住みよいと感じているか、幸せに感じているか、まちづくりにかかわりたいかなど、そう感じて
もらえているのかを、常に知ることは、まちづくりをしていくうえで、最も大切なことであり、根幹の目標である。

市民に

わかりやすい

目標の例



23３ まちづくりの経営指針 (1) 目標、課題やテーマ等

③いわき市における目指すべき目標、解決すべき課題やテーマ

❶ 住みよさ

❷ 定住希望

❸ まちづくりへの関心

❹ まちづくりへの参加

❺ 幸せ感

５つの目標 今

78％

85％

41％

27％

70％

5年後
（2025年）

83％

90％

46％

32％

75％

➡

➡

➡

➡

➡

5ポイントup

市民に

わかりやすい

目標の例



24３ まちづくりの経営指針

経営指針に位置づける重点事業

(２) 位置づける重点事業

共創力の強化
(= 共創のまちづくり)

ひと・まち・しごとの充実強化
(= 創生総合戦略 等)

暮らしに寄り添う行政サービスの
充実強化

(= 新たな行政サービス）



25３ まちづくりの経営指針

①共創力の強化

1 わかりやすい情報共有のしくみ

２ まちづくりを自分ごと化するしくみ

具体的なプロジェクト内容

（既存手法を活用・見直しながら、次世代にあった新たなしくみ など）

具体的なプロジェクト内容

（既存手法を活用・見直しながら、次世代にあった新たなしくみ など）

(２) 位置づける重点事業



26３ まちづくりの経営指針

②ひと・まち・しごとづくりの充実強化（挑戦・攻め）

具体的なプロジェクト内容 など

（創生総合戦略PJ など）

【現時点での主な取組み例】
○ 人づくり・郷土愛
○ 多文化共生（外国人対応、インバウンド等）
○ 健康づくりの推進
○ 次世代エネルギー社会の構築
○ Society5.0の社会への導入
○ 国際スポーツ大会のレガシー
○ 現行の創生総合戦略の17PJ（見直し） 等

(２) 位置づける重点事業



27３ まちづくりの経営指針

③暮らしに寄り添う行政サービスの充実強化（対応・守り）

具体的なプロジェクト内容 など

（スマート化、シェア化の視点 など）

【現時点での主な取組み例】
○ 地域の実情に応じた行政サービス
○ コンパクト+ネットワーク(立地適正化等)
○ まちづくりの担い手確保
○ 安全・安心（災害に強いまちづくり等）
○ 中山間地域等のセーフティネット
○ 業務の効率化（Society5.0活用等） 等

(２) 位置づける重点事業



※策定スケジュール（R1年度）

R1  新たな計画策定に係る今後の取組みとスケジュール（予定）

区分 R1年度目標 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

総合計画の

取組み

○審議会への諮問

　▶10/2諮問

○「まちづくりの理念」の検

討

　▶諮問後

○「まちづくりの経営指針」

の検討

　▶諮問後

庁外の動き

○総合計画審議会

　▶諮問を踏まえ上記内容

を審議

○委員ヒアリング

　▶会議前等に

○セグメント懇談会

　▶機会を捉えて

○市議会との意見交換

　▶機会を捉えて

庁内の動き

○行政経営会議

　▶検討状況を踏まえた協

議

○総合計画策定委員会

　▶検討状況を踏まえた協

議(審議会前に）

○個別検討

　▶既存の検討組織、若手

ＷＧ等による具体的な検討

第1回審議会

○計画策定の取組状況

○計画の方向性

■7/29 

第2回審議会

○諮問

○今後のスケジュール

■10/2

第4回審議会

○上記❶、❷

を踏まえた計

画全体（たたき

台）の整理

■3/24

諮問に向けた考え方等の整理

・取組状況の報告

・計画の方向性 等

❶普遍的な「まちづくりの理念」の検討

・市民１人ひとりが”まちづくり”を自分ごと化することができるしくみの検討

・公助の部分と、共助を支える部分をしっかりと行政が取り組む計画を経営指針の検討

❷環境変化に柔軟に対応していく「まちづくりの経営指針」の検討

・計画期間内に目指す目標、そのために解決すべき課題やテーマ等の検討

・組織横断的に取り組む事業、新たな課題・テーマに即した事業、市民優先度の高い事業等を

「攻め・挑戦」・「守り・対応」で検討

ヒアリング

第1回策定委員会

○計画策定の取組状況

○計画の方向性

■7/24

○第4回審議会に向

けた庁内整理

第3回策定委員会

■3/17

若手ＷＧ辞令

■12/25

諮問

人口推計等委託

・セグメント懇談会（若年層を中心に出前講座等の機会を捉えて実施）

・市議会との意見交換（機会を捉えて実施）

課題やテーマに応じた既存の検討組織や、若手ＷＧなどで、具体的な対応等に

ついて協議
第1回WS

■1/31 第3回WS

■3/

○市長講話等 ○趣旨・

フリートーク

○チームトーク

第2回WS

■2/28

第4回WS

■3/

28



R2  総合計画策定に係る今後の取組みとスケジュール（予定）

区分 R2年度目標 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

総合計画の

取組み

○「まちづくりの理

念」の整理

　▶8月末目途

○「まちづくりの理

念」の整理

　▶8月末目途

○審議会から答申

　▶11月中頃

○伝える計画の企

画・デザイン・製本

等

　▶年度内

庁外の動き

○総合計画審議会

　▶諮問を踏まえ上

記内容を審議

○委員ヒアリング

　▶会議前等に実

施

○セグメント懇談会

　▶機会を捉えて

○市議会との意見

交換

　▶機会を捉えて

庁内の動き

○行政経営会議

　▶検討状況を踏

まえた協議

○総合計画策定委

員会

　▶検討状況を踏

まえた協議（審議

会前等）

○若手ＷＧ

　▶状況に応じて
伝わる計画の企画・デザイン・製本（委託）

❶「まちづくりの理念」の整理

答申
計画

策定

パブ

コメ

第1回審議会

○上記❶、❷の

整理

■5/下頃

第1回策定委員

○第1回審議会に

向けた庁内整理

■5/中頃

若手ＷＧ

（毎月1、2回）

必要に応じて

ヒアリング

＜総合計画審議会＞

■委員数：20名

■委嘱期間：2年

H30.11.19～R2.11.18

※状況に応じて任期延長

❷「まちづくり経営指針」の整理

❸伝わる計画の企画・デザイン・印刷製本等

第2回審議会

○上記❶、❷を踏ま

えた計画（案）の整

理

○パブコメ概要

■8/中頃

計画案整

理

第2回策定委員会

○第2回審議会

に向けた庁内整

■8/上頃

行政経営会議

○計画策定

■1/中頃

第3回策定委員

○第3回審

議会に向け

た庁内整

■10/上頃

第3回審議会

○パブコメ結果、

反映状況の共有

等

■10/中頃

・セグメント懇談会（若年層を中心に出前講座等の機会を捉えて実施）

・市議会との意見交換・報告等（機会を捉えて実施）

第4回審議会

○計画（案）答申

■11/中頃

第4回策定委員

○第4回審議会

に向けた庁内整理

■11/上頃

■5/下 新計画への意見とりまとめ

※策定スケジュール（R2年度） 第１四半期を目途に重点事業等の
方向性を整理し、その方向性に沿っ
て事業照会等を行う予定。
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