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序論 

１.総合戦略の策定趣旨 

 

（１）趣旨 

平成26年11月にまち・ひと・しごと創生法が制定され、これを受け、国の「まち・ひと・しごと創

生総合戦略」が平成26年12月27日に閣議決定されています。市町村においても、国の長期ビジョン及

び国の総合戦略を勘案した、市町村における人口の現状と将来の展望を提示する「地方人口ビジョン」

及び、これを踏まえた目標や施策の基本的方向、具体的な施策をまとめた「市町村まち・ひと・しご

と創生総合戦略」の策定が求められています。 

本市においても、人口ビジョンによる長期的な人口動態の分析を踏まえ、「三郷市版総合戦略」を

策定します。 

 

（２）総合戦略の位置づけ 

総合戦略は、本市の将来的な人口問題に向けた対策を重点的に取り続けるために策定するものです。

最上位計画である総合計画では「きらりとひかる田園都市みさと～ひとにも企業にも選ばれる魅力的

なまち～」を将来都市像に掲げて施策を展開しています。総合計画との整合を図り、人口減少対策の

ために戦略を構築した計画が総合戦略になります。 

 

 

 

 

２.総合戦略の対象期間 

総合戦略は平成27（2015）年度から令和2（2020）年度の６年間とします。 

 

 

総合計画と総合戦略の関係

総合計画
＜将来都市像＞

「きらりとひかる田園都市みさと」
～人にも企業にも選ばれる魅力的なまち～

基本的な方針

方針①ひとにも企業にも選ばれる三郷市

方針②居住環境がきらりとひかる三郷市

方針③教育・スポーツ環境が充実している三郷市

４魅力的で活力のある
まちづくり

５人が育ち活躍できる
まちづくり

６健やかで自立した生活
を支え合うまちづくり

経営方針

１三郷学の推進

２地域力の醸成

３参加・協働のしくみづくり

４行財政基盤の強化 人口ビジョン
長期的な人口動態の分析・将来推計

総合戦略

基本的な方針

目標①ひとにも企業にも選ばれる三郷市

目標②住みやすさがきらりとひかる三郷市

目標③教育・スポーツ環境が充実している三郷市

持続可能な人口構造を維持

国及び埼玉県版
総合戦略を勘案

１安全でいつも安心して
住めるまちづくり

２水と緑を大切にした環
境にやさしいまちづくり

３都市基盤の充実した
住みやすいまちづくり

人口減少
対策のため

重点戦略化
＋

新規施策化

まちづくり方針
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３.総合戦略の基本的考え方 

国の総合戦略並びに埼玉県が策定する「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を勘案し、本市におけ

る人口の現状と将来の展望を踏まえた上で「三郷市版総合戦略」を策定します。本市の実情に応じて、

一定の政策分野ごとに、戦略の基本目標を設定し、計画期間のうちに実施する施策を盛り込みます。

なお、各施策の内容は、第４次三郷市総合計画実施計画に位置づけられることになります。 

 

～国のまち・ひと・しごと創生総合戦略の基本的考え方～  

 基本的な考え方としては、大きく２点に分かれています。１点目は『人口減少と地域経済縮小の克服』で

す。この達成のために、①「東京一極集中」の是正、②若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現、③地

域の特性に即した地域課題の解決、という３つの視点が提示されています。 

２点目は『まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立』であり、「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼

び込む好循環を確立するとともに、その好循環を支える「まち」に活力を取り戻す、という流れの創出を目標と

しています。 

これらの基本的考え方を実現するため、まち・ひと・しごとの創生に向けた政策原則として、以下の５原則を

掲げています。 

①自立性―構造的な問題に対処し、市町村、民間事業者、個人等の自立につながる。 

②将来性―地方が自主的かつ主体的に、夢を持って前向きに取り組むことを支援する。 

③地域性―各地域の実態に合った施策を支援。国は支援の受け手側の視点に立って支援。 

④直接性―最大限の成果をあげるため、直接的に支援する施策を集中的に実施する。 

⑤結果重視―PDCAメカニズムの下、具体的な数値目標を設定し、効果検証と改善を実施する。 

さらに、政策の基本目標として、以下の４つの目標を掲げています。 

基本目標①：地方における安定した雇用を創出する 

基本目標②：地方への新しいひとの流れをつくる 

基本目標③：若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

基本目標④：時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携する 

これらの政策原則や基本目標を勘案しながら、市町村においても地域の特性に応じた目標設定や、身近

な暮らしに即した施策の展開が期待されています。 
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基本的な方針 

１. 基本的な方向性 

本市においては、総合計画において「きらりとひかる田園都市みさと～ひとにも企業にも選ばれる

魅力的なまち～」を将来像に掲げ、市民には「住み続けたい」、市外の人からは「行ってみたい」、「住

んでみたい」、企業からは「進出したい」と思われるような「まち」になることを目指し、さまざま

な施策を推進してきました。駅周辺を中心に商業拠点が充実するとともに、水と緑のまちなみも創造

しながら豊かな住環境を整備し、人口は堅調に増加してきました。しかし、人口ビジョンで示したと

おり、長期的には本市においても、少子高齢化や人口減少の波は避けられない課題となります。 

人口減少に対処する上では、第一に「ひと」を呼び込むことが必要であり、これまで取り組んでき

た、ひとにも企業にも選ばれる施策をさらに推進することが求められます。市内における「しごと」

の環境を整備するとともに、向上した「まち」の魅力を市内外に発信し、さらなる「ひと」の呼び込

みに取り組みます。 

 「しごと」環境の整備とともに、呼び込んできた市外の人が定住してもらうためには、居住環境を

良好なものにすることも求められます。子育て世代が住みたいと考えるような、子育てや福祉環境が

充実しているまちを目指すとともに、永く定着してもらうために、高齢になっても安心して快適に暮

らせるまちづくりを推進することが必要です。 

 これらの戦略の方向に加えて、本市を選んでもらうためには、他市にはない独自の特徴を打ち出し

ていくことが重要です。本市は「日本一の読書のまち」として、読書環境を整備し文化的に洗練され

たまちづくりに取り組んできました。また、東京オリンピック・パラリンピック開催に合わせて、ス

ポーツ・レクリエーション環境の整備にも注力しております。このような特色のあるまちづくりを進

めることで、ひとを惹きつけ続けることが求められます。 

 このような基本的な考え方により、以下の３つの基本的な方針を据えて、施策を推進していきます。 
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三郷市版総合戦略施策体系図 

基本目標 取り組みの方向性 

基本目標１ 

 ひとにも企業にも 
選ばれる三郷市 

■基本的方向１－１：企業に選ばれる産業基盤をつくる 

○子どもたちの成長を応援する環境づくり 

○外環の延伸や（仮称）三郷流山橋などを活かした産業立地 

○ＵＲ地域を子育て世代が快適な居住地域とする再生支援 

■基本的方向１－２：「ひと」に選ばれる「まち」をつくり発信する 

○三郷産農産物のブランド化（６次産業化） 

○観光ＰＲ・都市型観光の振興 

○シティプロモーションによる魅力発信 

基本目標２ 

住みやすさがきらりと

ひかる三郷市 

■基本的方向２－１：出産・子育て環境を充実する 

○切れ目のない妊娠・出産・育児に対する社会的支援の強化 

○多様な子育てサービスの提供 

○子育て世帯が支え学びあう「場」の創出 

■基本的方向２－２：医療・福祉環境を充実する 

○高齢者の健康的なライフスタイルの実現 

○地域包括ケアシステムの構築 

○獨協医科大学と連携した学術・研究都市形成及び人材育成の推進 

■基本的方向２－３：環境保全・低炭素社会を構築する 

○水と緑のネットワークづくり 

○低炭素社会の構築 

■基本的方向２－４：安心・安全な快適居住環境を整備する 

○災害に強い都市基盤の整備 

○消防活動の推進 

○地域の防犯・防災力の向上 

○公共交通の充実 

基本目標３ 

教育・スポーツ環境が 
充実している三郷市 

■基本的方向３－１：ひとが育ち開花する環境を整備する 

○「日本一の読書のまち三郷」の推進 

○確かな学力をはぐくむ教育の推進 

○安心・安全な学校づくりの推進 

○スポーツ・レクリエーション環境の整備（半田運動公園の拡張整

備や上口調節池を活用した陸上競技場など） 

○指導者・団体の育成及び次世代を担う地元アスリートのための環境づくり 

■基本的方向３－２：地域の個性・資源を活用する 

○三郷学講座の推進 

○生きがい活動の充実 

○参加の機会の拡充 

○協働ネットワークづくり 

○家庭の教育力の向上 
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２. 基本目標の位置づけ 

国の総合戦略では、政策の基本目標を設定し、それに基づいて効果的な施策を内容とする「政策パ

ッケージ」を提示するとともに、政策の進捗状況に関しては重要業績評価指標（KPI※１）で定期的

に検証し、改善するPDCAサイクルを確立しています。 

本市においても、政策の基本目標については、「１.基本的な方向性」で示した基本目標に対し各数

値目標を掲げることで施策評価を可能とします。 

 

基本目標１ ひとにも企業にも選ばれる三郷市 

 

基本目標２ 住みやすさがきらりとひかる三郷市 

 

基本目標３ 教育・スポーツ環境が充実している三郷市 

 

３つの基本目標及びその数値目標を達成するため、国及び県の政策パッケージを勘案し、具体的な

施策を示します。施策の実施においても、施策ごとに重要業績評価指標（KPI）を設定し、その施策

が基本目標の達成に対して、どれだけの効果を上げているかを評価検証し、年度ごとにPDCAサイクル

を実施していきます。 

 

 

※１ Key Performance Indicator の略。重要業績評価指標。政策ごとの達成すべき成果目標として、

「『日本再興戦略』改訂2014」（平成26年６月24日閣議決定）でも設定されています。 

※２ 女性１人が生涯に産む子どもの平均数をいいます。 

指標 現状値（策定当初） 目標値 

市内事業所従業員数 
54,998人 

（平成 26年 7月） 

55,000人 

（令和 2年） 

指標 現状値（策定当初） 目標値 

合計特殊出生率（※２） 
1.30 

（平成 25年） 

1.60 

（令和 2年） 

健康寿命の延伸（65歳からの日

常生活に制限のない期間の平

均延伸） 

＊埼玉県の指標による 

（上段：男性、下段：女性） 

16.26年 

19.43年 

（平成 25年） 

17.47年 

19.75年 

（令和 2年） 

指標 現状値（策定当初） 目標値 

転入数 
6,638人 

（平成 25年） 

42,000人 

（平成 27-令和 2年合計） 
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具体的施策 

基本目標１ ひとにも企業にも選ばれる三郷市 

基本的方向１-１ 企業に選ばれる産業基盤をつくる 

 本市は、都心まで約20キロメートルと近く、首都近郊という立地や、本市の優れた高速交通体系を

活かしながら、都市施設の計画的な整備を推進してきました。高速道路網では、首都高、常磐道、外

環道の結節点であり、常磐道には全国初の本線料金所併設型の三郷料金所スマートインターチェンジ

が設置されています。また、つくば市から三郷市を結ぶ都市軸道路の整備と、新たな橋である(仮称)

三郷流山橋の実現に力を入れております。さらに、鉄道網では、ＪＲ武蔵野線とつくばエクスプレス

が通っており、市内には３つの駅があるなど、極めて利便性が高くなっております。通勤しやすく快

適な住まいの提供、生活とのバランスの取れた働き方の啓発、将来有為な人材となるように子どもた

ちがさまざまな体験を通じて成長していける環境づくりなど、企業・就業者双方にとって魅力的な環

境づくりを多方面から進めます。 

成果指標（KPI） 

指標 現状値（策定当初） 目標値 
三郷中央・三郷インターチェン

ジ周辺への企業進出率 

76.1％ 

（平成 26 年度末） 

100％ 

（令和 2 年） 

必要な取組み 

施策名 施策概要 取組内容 

子どもたちの成長を

応援する環境づくり 

子どもや若者が健やかに学び

育つ環境づくりと誰もがいつ

でも学べ生きがいをもてるよ

うな事業に取り組み、親世代

が安心して子どもの成長を見

守ることができる職場環境を

企業とともに創ります。 

・学力向上推進事業 

・青少年交流「集まれみさとの子」事業 

・働く人・若手子育て世代のワークライフ

バランス取組支援事業 

・こども起業・就労セミナー事業 

外環の延伸や（仮称）

三郷流山橋などを活

かした産業立地 

（仮称）三郷流山橋や都市軸

道路だけではなく、東京外環

自動車道の延伸も含めて広域

交通網の利便性の向上が見込

まれるため、産業立地の機会

は増加することが見込まれま

す。特に、三郷吉川線沿線の

産業立地ゾーンでは、県道の

開通に伴う利便性の向上によ

り、産業集積を図ります。さ

らに、企業誘致に留まらず、

健康医療関連を中心に大学と

の連携も進めながら、新たな

稼ぐ力を創出します。 

・江戸川交流拠点整備推進事業 

・輝け！工業事業者新製品開発等支援事業 

・獨協医科大学との連携による健康医療関

連分野での企業連携・産業活動支援事業 

・企業誘致の推進事業 

・きらりとひかれ！企業家応援事業 

・がんばろう！企業応援事業 

・三郷料金所スマートインターチェンジ機

能拡充整備事業 

ＵＲ地域を子育て世

代が快適な居住地域

とする再生支援 

高齢化した住民の孤立化を防

ぐ、地域再生の試みを市民と

の協働で実施しています。大

学生のアイデアを活用し、子

育て世代にとっても快適な団

地にします。 

・大学生との連携による団地リノベーショ

ン支援事業 
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基本的方向１-２ 「ひと」に選ばれる「まち」をつくり発信する 

 本市が他のまちよりも魅力的で、活力ある「まち」として機能していくために、三郷市が、市民に

は「住み続けたい」、市外の人々からは「行ってみたい」、「住んでみたい」と思われるまちになるこ

とを目指します。「まち」としての価値を向上していくために、三郷市のブランド化を推進します。

都市近郊農業が盛んなまちとして、農産物をブランド化し６次産業化することで、地域産業の振興を

図ります。本市発の商品・サービスのブランド化を進めるとともに、それらを適切に発信し、本市に

対するイメージのブランド化につなげる好循環を生み出します。 

 また、三郷市の観光資源と周辺都市の観光資源を一体のものとして考え、互いに地域の魅力を補

完・発展させる広域観光の振興については、平成２７年度に埼玉県東南部都市連絡調整会議（三郷市・

草加市・越谷市・八潮市・吉川市・松伏町で構成）で調査研究している「広域における観光施策に関

する調査研究」の報告書の内容を踏まえ、今後検討を行います。 

 

成果指標（KPI） 

指標 現状値（策定当初） 目標値 
市民農園・体験農園 ６箇所（7,837 ㎡） 

（平成 27 年７月） 

12 箇所 

（令和 2 年） 

観光ホームページアクセス数 13,100 件 

（平成 26 年度末） 

82,000 件 

（令和 2 年） 

 

必要な取組み 

施策名 施策概要 取組内容 

三郷産農産物のブラ

ンド化（６次産業化） 

農業者や各種農業団体の三郷産農産物の

ブランド化により付加価値を高め、6 次産

業化により農業の活性化を図ります。 

・ふれあい型農業推進事業 

・農産物ブランド化推進事業 

観光ＰＲ・都市型観光

の振興 

交流人口を増加させるためには、選ばれる

観光資源や地域ブランドが必要です。地域

の個性を生かした観光振興事業を推進し、

魅力を発信します。 

・観光振興事業 

・ららほっとみさと運営事業 

・広報事業 

シティプロモーショ

ンによる魅力発信 

人口流入及び定住促進を進めていくため

に、シティプロモーションにより地域の魅

力を再発見し、それを発信していくこと

で、地域の個性を市内外へ伝えます。 

・シティセールス推進事業 
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基本目標２ 住みやすさがきらりとひかる三郷市 

基本的方向２-１ 出産・子育て環境を充実する 

 子育て世代が安心して「住み続けたい」と考えるために、妊娠・出産・子育てにおいて長期的なス

パンにおいて支援を行う必要があります。宅地開発が活性化し、市外からの子育て世代の転入者の増

加が顕著で、保育需要が増加しています。また、核家族化の進行と就労形態の多様化により、家庭や

地域に求められる子育てのニーズが大きく変化してきています。子育て世代のニーズに応える形で保

育サービス等を充実するとともに、子育て世帯間で支え合える場を形成し、子どもたちにとっても居

心地の良いふるさととなる、居場所づくりに取り組みます。 

 

成果指標（KPI） 

指標 現状値（策定当初） 目標値 
支援を必要とする妊婦の家庭

訪問・相談の実施率 
－ 

95％ 

（令和 2 年） 

乳児家庭全戸訪問の実施率 93.9％ 

（平成 26 年度末） 

100％ 

（令和 2 年） 

保育所満足度調査において全 11 項目につき、

「大変満足」「ほぼ満足」と回答した人の割合 

91％ 

（平成 26 年度末） 

95％ 

（令和 2 年） 

 

必要な取組み 

施策名 施策概要 取組内容 

切れ目のない妊娠・

出産・育児に対する

社会的支援の強化 

子育て世代の多様なラ

イフスタイルを考慮し

て、妊娠・出産・子育て

に係る切れ目のない支

援を行います。 

・乳児家庭全戸訪問（こんにちは赤ちゃん）事業 

・妊婦支援事業 

・乳幼児健康診査事業 

・養育支援訪問事業 

・子育て世代を意識した、育児・介護と就労を健

康的な継続のための支援体制の強化事業 

・多子世帯保育料軽減事業 

・子育て世帯の経済環境を踏まえた総合支援事業 

多様な子育てサービ

スの提供 

子ども子育て施策に対

する市民の期待に応え、

未来を担う子どもたち

の健やかな成長を促す

ため、みさとこどもにこ

にこプランに基づき、各

種の子育てサービスの

充実を図ります。 

・子ども医療費支給事業 

・任意予防接種費助成事業 

・個別予防接種事業（子どもの予防接種業務） 

・子育て支援事業 

・公営児童クラブ運営事業 

・保育所等整備事業 

・放課後子ども教室推進事業 

・病児・病後児保育事業 

・幼稚園預かり保育事業 

・子ども・子育て支援新制度管理事業 

・母子健康教育事業 

・指定管理者による児童館施設運営事業 

・送迎保育事業 

・発達支援センター事業 

・子育てニーズと地域の特性を活かすサービス充

実事業 

・ファミリー・サポート・センター事業 
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子育て世帯が支え学

びあう「場」の創出 

子育て世帯が課題を共有

し、分かち合えるネットワ

ークづくりに取り組みま

す。子育て世帯が集まり、

見守る中で、子どもたちが

自由闊達に成長できる居

場所づくりを行います。 

・子育て支援拠点事業 

・子育て支援事業 

・子育て世帯向け交流推進事業 

・母子健康教育事業 

・子どもが自由闊達に学び・遊べる居場所づくり

事業 

・子育て総合情報のネットワーク関係事業 
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基本的方向２-２ 医療・福祉環境を充実する 

本市は全国的には若い市でありますが、高齢化は急速に進み、特に75歳以上の後期高齢者の増加が

顕著になります。介護予防の基盤整備をするとともに、機能が低下しつつある高齢者の生活支援を行

うため、配食サービスや緊急通報システムなどの生活支援事業も実施していきます。このような高齢

化対策のみならず、高齢者が元気なまちにするということも重要です。高齢者が地域の中でいきいき

と輝き続けることが、生涯にわたって、このまちで暮らしていけるという安心感を幅広い世代にもた

らします。全国的にも注目を集めている、高齢者の生きがいづくり・健康維持・介護予防等を目的と

した筋力トレーニング教室、シルバー元気塾の取り組みを推進し充実化を図ります。 

障がい福祉については、高齢化にともない医療費及び居宅介護などの利用が伸びることが予想され、

その他、就労支援、障がい児の放課後等デイサービスなどの障がい福祉サービスの利用も増加傾向に

あります。このような増加に対応し更に支援の充実に努めます。 

 

成果指標（KPI） 

指標 現状値（策定当初） 目標値 
シルバー元気塾を継続したい

人の割合 

98％ 

（平成 26 年 10 月） 

99％ 

（令和 2 年） 

 

必要な取組み 

施策名 施策概要 取組内容 

高齢者の健康的な 

ライフスタイルの 

実現 

高齢者の健康な暮らしの実現に向

けて、シルバー元気塾の指導者を

養成し、事業を拡充するほか、町

会等への指導者派遣を実施し、「シ

ルバー元気塾」を推進します。 

・シルバー元気塾指導者養成事業 

・町会等、団体への指導者派遣事業 

・シルバー元気塾推進事業 

地域包括ケアシステ

ムの構築 

元気な高齢者が積極的に社会参加

し、多様な人との関わりを持つこ

とにより「自助」「共助」の地域づ

くりを目指します。高齢者を支え

るため、本市の福祉・医療資源等

の有効活用を行います。地域包括

ケアシステムを構築し、地域での

支え合い活動を推進します。 

・すこやかみさと（健康増進計画・食育

推進）地域推進事業 

・ふれあい・見守り拠点事業 

・ふくし総合相談窓口事業 

・地域の「認知症サポート医・かかりつ

け医」の推進 

・在宅医療・介護の連携事業 

獨協医科大学と連携

した学術・研究都市

形成及び人材育成の

推進 

産学官の連携により、多様な実践

と知見をつなぎ、医療・福祉を中

心とした地域の課題に取り組む上

で先進的で効果的な体制を構築し

ます。 

・産官学連携による地域の健康医療連携

ネットワークの構築事業 

・地域の健康・活力向上に向けた研究・

開発の推進事業 

・地域包括システムを担う専門人材の育

成事業 
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基本的方向２-３ 環境保全・低炭素社会を構築する 

本市の貴重な環境資源である「豊かな水と緑」は、三郷らしさを次世代へと継承していくべき財産

といえます。屋敷林、社寺林、農地等の緑や河川・水路等の水辺を保全・創造し、生き物と共生する

まちづくりを進めることにより、多様な生物が生息・生育する豊かな自然のあるまちを目指します。 

また、市民や事業者が、水と緑を大切にした環境の保全の意識を持ち、家庭やオフィスでの省エネ

ルギー活動などのライフスタイルやビジネススタイルへと転換し、太陽光、太陽熱などの再生可能エ

ネルギーを活用することで、低炭素社会の構築に取り組んでいきます。 

 

成果指標（KPI） 

指標 現状値（策定当初） 目標値 
市の事務・事業に伴い排出する

温室効果ガス排出量 

9,616,925kg 

（平成 26 年度末） 

7,047,195kg 

（令和 2 年） 

市域の緑地率 
21.0％ 

（平成 26 年度末） 

22.5％ 

（令和 2 年） 

市内のビオトープ整備数 
２箇所 

（平成 26 年度末） 

３箇所 

（令和 2 年） 

 

必要な取組み 

施策名 施策概要 取組内容 

水と緑のネットワークづ

くり 

二郷半用水、第二大場川の水辺空間

を活かし、水に親しみ、快適に歩け

る緑道の整備や、花などによる緑化

を推進し、『水と緑の骨格軸』『水辺

のシンボル軸』として親水環境の整

備を図ります。さらに、周辺の『み

どりの拠点』等と連携し、水と緑の

ネットワーク形成を推進します。 

・ふるさとの川、水辺の再生事業 

・三郷中央地区公益施設整備事業 

・環境教育事業 

・二郷半用水緑道整備事業 

低炭素社会の構築（省エ

ネルギーの推進、再生可

能エネルギー導入の促

進） 

家庭やオフィスでの省エネルギー

活動、再生可能エネルギーの導入

や、環境に配慮した地域づくりが進

められ、地球にやさしいライフスタ

イルやビジネススタイルが定着し

た、低炭素社会の実現に資するまち

をめざします。 

・地球温暖化対策推進事業 

・消防施設再生可能エネルギー等

導入事業 

・環境と人に優しい交通手段の充

実事業 

・環境フェスタ事業 
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基本的方向２-４ 安心・安全な快適居住環境を整備する 

 市民が居を構え、将来にわたって定住する上で、地域が安心・安全なまちであり、快適な環境で暮

らせるための公共交通が充実していることが重要であると考えます。本市は江戸川と中川に挟まれた

水の郷として、川とともにあるまちです。川は快適な景観を形成しますが、局地的な集中豪雨被害が

全国的に発生し、その対策が求められているように、いかに水害を防ぐかという課題にも直面してい

ます。水害のみならず、首都直下地震や新型感染症などの災害（危機）を想定することは、東日本大

震災など大規模地震を経験した我が国においては、まちづくりをする上での重要な課題です。自主防

災組織や消防団などと連携して、危機が発生したときには、市民みんなで助け合える体制を整備します。 

 

成果指標（KPI） 

指標 現状値（策定当初） 目標値 
防災訓練指導者の在籍する自主

防災組織の率 

75.2％ 

（平成 26 年度末） 

100％ 

（令和 2 年） 

消防団員充足率 
94.16％ 

（平成 27 年 8 月） 

100％ 

（令和 2 年） 

 

必要な取組み 

施策名 施策概要 取組内容 

災害に強い都市基盤の整備 

災害への不安を解消するため、

都市部に相応しい防災体制を

整備するとともに、公共施設等

の長寿命化事業に取り組みま

す。 

・消防施設再生可能エネルギー等

導入事業（再掲） 

・消防団機械器具置場新設事業 

・耐震診断・耐震改修等費用助成

事業 

消防活動の推進 

少年消防クラブ事業により、消

防・防災教育を行い、将来の地

域防災の担い手やリーダーと

なる人材育成を図ります。 

・消防車両整備事業 

・少年消防クラブ事業 

・着衣泳法普及推進事業 

地域の防犯・防災力の向上 

地域防災の基盤となる自主防

災組織の組織率は 93％（平成

27 年 9 月末現在）を超えてい

ます。自主防災組織への支援事

業に取り組むとともに、市民の

防災意識の高揚や自助、共助力

の向上を図ります。 

・地域防災推進事業 

・三郷市自主防災組織連絡協議会

推進事業 

・自主防災組織設立及び活動推進

事業 

・実践的防災教育総合支援事業 

・町会等防犯灯新設・電気料補助

事業 

・防犯のまちづくり推進事業 

・防犯ステーション設置管理事業 

公共交通の充実 

市民の日常生活を支える公共

交通を充実させるため、まちづ

くり、福祉、スポーツ、観光、

環境、健康などの分野と連携

し、更なる公共交通のネットワ

ークを図ります。 

・公共交通利用促進事業 
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基本目標３ 教育・スポーツ環境が充実している三郷市 

基本的方向３-１ ひとが育ち開花する環境を整備する 

 本市は人にやさしく、ゆとりとぬくもりのある高品質なまちを目指しています。さらなる転入を促

し人口増加につなげるためには、若い世代や子育て世代が魅力を感じる高品質なまちであることが求

められます。本市は「日本一の読書のまち」といった教育的に洗練されたまちを目指すとともに、東

京オリンピック・パラリンピックを背景として、スポーツ振興にも重点的に取り組んでいきます。本

市で子育てをすれば、文化・スポーツ両面で豊かな経験を得ることができる環境を整備します。 

 

成果指標（KPI） 

指標 現状値（策定当初） 目標値 

図書館入館者数 
308,000 人 

（平成 26 年度末） 

430,000 人 

（令和 2 年） 

図書館資料貸出冊数 
787,793 冊 

（平成 26 年度末） 

810,000 冊 

（令和 2 年） 

新体力テストにおける総合評価上

位３ランク（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）の児童

生徒の割合 

（上段：小学校、下段：中学校） 

90.5％ 

88.8％ 

（平成 26 年度末） 

94％ 

90％ 

（令和 2 年） 

 

必要な取組み 

施策名 施策概要 取組内容 

日本一の読書のまち三郷

の推進 

平成２５年３月「日本一の読

書のまち」を宣言し、２７年

度に「日本一の読書のまち三

郷推進計画」を策定しました。

家読ゆうびんコンクールの応

募促進を図り、市民総ぐるみ

の生涯にわたる読書活動を推

進します。 

・小・中学校学校司書配置事業 

・読書のまち三郷づくり推進事業 

・図書館子ども読書活動推進事業 

・「日本一の読書のまち」推進事業 

・図書館運営事業 

・図書館施設管理事業 

・図書館図書購入事業 

・史料整理・保存事業 

・図書館資料 IC タグ導入事業 

・公共施設を活用した「図書館」「読書

コーナー」設置等の事業 

確かな学力をはぐくむ教

育の推進 

児童・生徒に基礎学力を身に

つけさせるとともに、能動的

な学習をとおして、思考力・

判断力・表現力が育まれるよ

う、指導方法の工夫・改善を

図ります。 

・教育研究推進事業 

・学力向上推進事業（再掲） 

・おもしろ遊学館運営事業 

安心・安全な学校づくり

の推進 

少子化や学校施設の老朽化の

進行に伴い、学校規模の適正

化・適正配置を考慮しながら、

子どもの学ぶ環境を整備して

いきます。 

・こども１１０番の家の推進事業 

・健やかな子どもの成長を見守る、関

連組織のネットワークの強化事業 

・実践的防災教育総合支援事業 

・学校応援団推進事業 

・教育相談室運営事業 

・いじめ不登校対策事業 

・特色ある学校づくり推進事業 
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スポーツ・レクリエー 

ション環境の整備（半田

運動公園の拡張整備や

上口調節池を活用した

陸上競技場の整備など） 

快適環境を創造するため、半

田運動公園の拡張整備や三郷

ＩＣ近くの上口調節池を活用

した公認陸上競技場（400 メ

ートルトラック）の整備を行

います。 

・都市公園整備事業 

・運動施設整備事業 

指導者・団体の育成及び

次世代を担う地元アスリ

ートのための環境づくり 

地元で活躍するアスリートを

発掘し、広く市民に周知する

とともに、オリンピック・パ

ラリンピックなどの世界大会

および全国大会に出場する際

には財政的支援を行います。 

・地域や学校へのトップアスリートの

派遣及び指導機会の創出事業 

・地元で活躍するアスリートへの財政

的支援事業 

・多種多様なスポーツ体験教室の開催

事業 
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基本的方向３-２ 地域の個性・資源を活用する 

 「きらりとひかる」まちづくりのために、三郷の個性を発見し、磨き、つくることが必要です。そ

のため、本市のあらゆる資源（人・自然・地勢・産業・交通・歴史・教育・文化など）を再確認しつ

つ、三郷を誇りに思えるような活力とぬくもりのあるまちをめざします。大学生などの若い世代のア

イデアを取り込むなど、本市の個性・資源を市民と連携・協力しながら探求し、本市を取り巻く環境

の変化に対応し、未来の三郷の方向性を見出します。 

 

成果指標（KPI） 

指標 現状値（策定当初） 目標値 
三郷学講座への延べ参加者数 

（自治基本条例、総合計画関連のフォー

ラムへの市民参加者を含む） 

※公式アプリ「いこね!!!」利用含む 

350 人 

（平成 27 年度見込み） 

1,100 人 

（令和 2 年） 

三郷学検定の受検者数 
98 人 

（平成 27 年度） 

600 人 

（令和 2 年） 

 

必要な取組み 

施策名 施策概要 取組内容 

三郷学講座の推進 

三郷の資源を改めて確認し、そ

れらの資源に学び、三郷を取り

巻く社会環境の変化を見据えつ

つ、三郷の歩むべき方向性を常

に考え、行動する「三郷学」に

ついての講座を推進します。 

・三郷学講座の拡充 

・三郷学検定の拡充 

生きがい活動の充実 

高齢者が生きがいを持って楽し

く充実した生活を送ることは、

高齢者福祉の向上となります。

高齢者が積極的に社会参加し多

様な人との関わりを持つことに

より「共助」の地域づくりを目

指します。 

・子どもからお年寄りまで、誰もが情報を入手でき

る情報アクセス環境のユニバーサル化事業 

・小学校教育用パソコン整備事業／中学

校教育用パソコン整備事業 

・学習拠点の相互ネットワークの強化事業 

・子どもからお年寄りまでの「学び」に

関するよろずサポート体制の充実事業 

・世代を越えた地域での学び合い活動の展開事業 

・高齢者による地域ぐるみでの子育て・見守り活動

の展開事業 

参加の機会の拡充 

市民の多様な価値観に対応する

ため、市民が計画策定をはじめ

として、政策の PDCA にも参加

する場を確保します。 

・市民ファシリテーターの育成事業 

・市民による「地域づくりワークショッ

プ」の展開事業 

協働ネットワークづくり 

参加と協働を進めるため、地域を

つなぐコーディネーターとして、

市民及び職員の育成を実施しま

す。それらの人材を軸に協働のネ

ットワークづくりを構築し、地域

の活力につなげるよう努めます。 

・地域における見守り活動の充実事業 

・放送大学三郷校運営事業 

・産官学連携による地域の健康医療連携

ネットワークの構築事業（再掲） 

家庭の教育力の向上 

家庭の教育力の向上を図るた

め、子育て世代には子育てに必

要な知識やスキルを学ぶ場を提

供し、近い将来親となる世代に

は子育て等の理解を深める機会

を提供します。 

・親の学習推進事業 
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戦略の推進 

１.進行管理と検証の体制 

定期的に重要業績評価指標(KPI)の成果を評価した上で、国・県の施策や取り組みも見据え、所要

の見直しを実施します。 

総合戦略の実施にあたっては、幅広い年齢層からなる市民をはじめ、産官学金労言等で構成する進

行管理と検証の体制を構築します。 

 

２.PDCAサイクルの確立、数値目標の設定  

総合戦略における理念の実現のため、実施した施策・事業の効果を検証し、改善を図るPDCAサイク

ル（計画策定（Plan）、推進（Do）、評価（Check）、改善（Act）のサイクル（※３））を確立します。 

このうち、評価（Check）の部分に関して、盛り込む政策分野ごとに５年後の基本目標を数値目標

で設定しました。また、各政策分野の下に盛り込む具体的な施策については、客観的な重要業績評価

指標（KPI）を設定しています。 

これらにより、目標と評価指標を明確なものとした上で、PDCAサイクルを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３ PDCAサイクル：Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Act（改善）の一連のプロセスによ

り、計画を有効に機能させるサイクルのことです。 
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