第６次東郷町総合計画（案）

概要

序編
１

基本構想

計画策定の考え方

１

将来都市像

■計画策定の目的
・社会経済情勢の変化に柔軟に対応するとともに、東郷町自治基本条例が目指す「町民みんなが主役のま
ちづくり」の実現を基本姿勢として、新たな時代にふさわしいまちづくりや行財政運営の指針となる第
６次東郷町総合計画を策定します。

人・まち・みどり ずっと暮らしたい とうごう

■計画の構成と期間
・第６次東郷町総合計画は、東郷町自治基本条例第 13 条第３項に基づき策定し、基本構想・基本計画・実
施計画の三層構造で構成します。
・基本構想・基本計画の計画期間は、令和３年度（2021 年度）からの 10 年間とします。
・実施計画は３年間の計画期間とし、毎年度見直し、作成します。

２

基本目標

■計画の役割
・町民にわかりやすい将来のまちの姿や目標指標を設定するとともに、町民、地域・団体、事業者等の役
割を明示することにより、町民参画によるまちづくりを推進します。
・総合計画は様々な分野において持続可能なまちづくりを目指していくための指針とします。

２

社会経済情勢の変化

（１）人口減少・少子高齢化の進展
（３）情報通信技術の更なる進展
（５）新たな感染症の発生
（７）持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の採択

（２）自然災害リスクの増大
（４）リニア中央新幹線開業の影響
（６）公共施設等の老朽化の進行

３

１

誰もが元気に暮らせるまち

３

安全・安心で、自然と共生するまち

５

産業と交流が盛んなまち

【健康・医療・福祉】

【安全・安心、自然・生活環境】

【産業・雇用・交流】

２

子どもがのびのび育つまち

４

快適に暮らせるまち

６

みんなでつくるまち

【子育て・教育・文化】

【交通環境・住環境・生活基盤】

【参画・協働】

将来人口の見通し
本町の将来人口は、令和 12 年（2030 年）に約 45,700 人と想定します。

３

東郷町の特性

４

本町の概要・特色（位置・地勢、地域資源、新しいまちづくり「セントラル開発」）
、統計から見る町の特徴
を整理しています。

４

＜都市づくりの方向性＞

町民の意識

第６次東郷町総合計画を策定するに当たり、町民の意識・ニーズを把握するため、平成 30 年度（2018 年
度）に住民意向調査（18 歳以上を対象）を実施し、令和元年度（2019 年度）に各種アンケート（対象：中学
生、高校生、東郷町成人式実行委員会、事業者、区・自治会、町民活動団体、東郷町文化産業まつりの来場者）
やワークショップ（対象：東郷町に在住、在勤、在学の方）を実施しました。これらの主な結果を示していま
す。

５

将来の都市構造

５

主要なまちづくりの課題

（１）高齢化の進展への対応と町民の豊かな暮らしの実現
（２）若い世代の定住促進
（３）防災・減災のまちづくり
（４）自然環境の保全・活用
（５）公共交通の利便性の向上
（６）地域産業の活性化と働く場の充実
（７）地域交流の活性化
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○持続可能なまちづくりの推進

○日常生活の利便性確保（コンパクトな都市構造への転換）

○良好な居住環境の維持・更なる向上

○安全・安心なまちづくりの推進

基本構想の実現に向けて
１

町民と行政の協働によるまちづくりの推進

２

ＳＤＧｓの理念に沿った取組の推進

３

最先端技術の活用

４

時代の変化に対応するまちづくりの推進

５

広域行政の推進

６

効率的で効果的な行政経営

基本計画
１

各基本目標の基本となる施策・施策・目標指標
基本目標

基本となる施策

１誰もが元気に １健康づくりを推進する
暮らせるまち
【健康・医療・福
祉】

２地域福祉を充実する

施策
（1） 疾病予防・健康増進の推進
（2） 地域ぐるみの健康づくり
（3） 食育の推進

健康づくりなどの保健事業に
満足している町民の割合

（4） 医療体制の充実
（1） 地域福祉活動の推進
（2） 地域福祉推進体制の充実

社会保障制度の適切な運用
に満足している町民の割合

（3） 包括的な支援体制の整備
３障がいのある方がいき （1） 障がい者（児）福祉サービスの充実
いきと暮らせる
（2） こころのバリアフリーの推進
（3） 障がいのある方の社会参加の推進
（4） 障がいのある方の就労機会の拡大

２子どもがのび
のび育つまち
【子育て・教育・
文化】

３安全・安心で、
自然と共生する
まち
【安全・安心、自
然・生活環境】

４高齢者がいきいきと暮 （1） 高齢者の社会参加と介護予防の推進
らせる
（2） 地域で安心して暮らせる環境の構築
（3） 介護を受けながら安心して暮らせる体制の充実
（4） 高齢者の就労・社会貢献の推進
５運動・スポーツを推進 （1） 運動・スポーツの習慣化
する
（2） 指導者の育成
（3） 参加しやすい環境づくり
１子育てしやすい環境を （1） 子育て支援の充実
つくる
（2） 多様な保育サービスの提供
（3） 幼児教育・保育の質の向上
（4） 支援を必要とする子どもや家庭への取組の推進
２健やかな子どもを育て （1） 地域と連携した学校づくり
る
（2） 教育環境の充実
（3） いじめ・不登校対策
（4） 青少年の健全育成
３生涯を通じた学びを推 （1） 生涯学習の充実
進する
（2） 地域で活躍できる環境づくり
（3） こころの豊かさを育てる機会の充実
４地域文化を大切にす （1） 文化財保護意識の高揚
る
（2） 地域文化の継承
（3） 文化団体の活動促進
５多文化の人々が共生 （1） 多文化共生の推進
できる社会をつくる
（2） 国際交流・国際理解教育の推進
１犯罪や交通事故等の （1） 防犯体制の強化
少ない安全・安心なまち （2） 交通安全対策の推進
をつくる
（3） 消費者被害の未然防止及び相談体制の充実
２災害に強いまちをつく （1） 災害に強い都市基盤の整備
る
（2） 地域の安全・安心の強化
（3） 消防体制の強化
（4） 災害時における避難者対策
（5） 感染症対策
（1） 多様な生態系の保全と創出
３緑豊かなまちを守る
（2） 水辺環境の保全整備
（3） 公園・緑地の整備
（4） 緑化の推進
４環境にやさしいまちを （1） 地球温暖化対策の推進
つくる
（2） 環境にやさしいライフスタイルへの転換
（3） ごみの適正処理と３Rの推進
（1） 良好な景観の形成
５美しいまちをつくる
（2） 空き家等の対策の推進
（3） 環境保全対策の推進
（4） まちの環境美化と不法投棄対策の推進

目標指標

基本目標

基本となる施策

４快適に暮らせ １公共交通を利用し
るまち
やすくする
【交通環境・住
環境・生活基
盤】

障がい者（児）への福祉サー
ビスに満足している町民の割
合

高齢者への福祉サービスに
満足している町民の割合

【産業・雇用・交
２商工業を活性化す
流】
る
３働く場を充実する

（3） 上水道の安定供給
（1） 担い手及び新規就農者の育成

６みんなでつく
るまち

教養講座など生涯学習の機
会に満足している町民の割
合

１協働のまちづくりを
進める

【参画・協働】

文化財の継承・保存に満足し
ている町民の割合

２自分らしく輝ける社
会づくりを進める
３地域交流を促進す
る

国際理解・国際交流の推進
に満足している町民の割合
普段から防犯に心がけてい
る町民の割合／交通安全対
策に満足している町民の割
合
地震や風水害などの災害に
備えている町民の割合／地
震や風水害などの防災対策
に満足している町民の割合

４将来を見据えた行
財政運営を進める

５多様な組織の連携
を強化する

普段から省エネを心がけて
いる町民の割合／普段から
リサイクルに心がけている町
民の割合
美しい街並み景観に満足し
ている町民の割合

東郷町を住みやすいと感じている
町民の割合

商工業の活性化対策に満足してい
る町民の割合

（3） 特産品の普及促進と新たな商品開発の支援
（1） 創業支援体制の構築

（3） 移住・定住の促進
（1） 多様な主体の協働体制の構築
（2） 広報の充実
（3） 広聴の充実
（4） 町民活動の支援
（1） 平和の啓発と人権の尊重
（2） 男女共同参画の推進
（1） コミュニティ活動の推進と活性化
（2） 全世代・全員活躍型の地域づくり
（3） 町民相互の絆を深める

働く場や機会に満足している町民
の割合

東郷町に住み続けたいと考える町
民の割合

住民参画や協働の主体として町政
に関わりたいと思う町民の割合

性別にかかわらず個性と能力を発
揮できる環境に満足している町民
の割合
地区・世代間の人々の交流に満足
している町民の割合

（1） 最新技術や民間活力を活用した行政サービスの向上 健全な財政運営に満足している町
民の割合
（2） 行政組織の適正化と人材育成
（3） 安定した財政運営
（4） 町有施設の総合管理
（1） 近隣自治体間の行政連携
（2） 大学や事業者等との連携
（3） 広域的な連携

自然環境の保全や創出に満
足している町民の割合

２

開発による住宅地の整備に満足し
ている町民の割合

農業の活性化対策に満足している

（1） 町内企業の拡張
（2） 中小企業等への支援

（4） ワーク・ライフ・バランスの推進
４まちの魅力の発信 （1） シビックプライドの醸成
と交流人口・定住を増 （2） シティプロモーションの推進

やす

道路の整備に満足している町民の
割合

町民の割合
（2） 持続可能な農業の推進
（3） 地元農産物の普及促進と新たな商品開発の支援

（2） 若者の就労支援
（3） 働きがいの創出

小中学校の教育内容や教育
環境に満足している町民の
割合

目標指標
バスなどの公共交通機関の整備に
満足している町民の割合

（3） 近隣市との連携、広域的な交通手段の充実
２安心して通行できる （1） 幹線道路の整備
道路を整備する
（2） 歩行者にやさしい道路整備
（3） 暮らしやすい道路の形成
３魅力ある市街地を （1） まちの顔となる都市拠点の形成
整備する
（2） 秩序あるまちの形成
（3） 安全・快適に暮らせるまちの形成
４良好な住環境をつく （1） 市街地の住環境の向上
る
（2） 下水道の整備・維持管理

５産業と交流が １農業を活性化する
盛んなまち

スポーツに参加できる環境に
満足している町民の割合／
定期的に運動・スポーツをし
ている町民の割合
子育て支援サービスに満足
している町民の割合／安心し
て子どもを産み育てられるま
ちと思う町民の割合

施策
（1） 公共交通の基盤整備・機能強化
（2） 公共交通の利便性向上

周辺市との広域的な連携の強化に
満足している町民の割合

計画（Plan）

計画の進行管理

事務事業の計画・目標の設定

○目標指標の設定
○実施計画の策定と
行政評価の連動

改善（Action）
事務事業の改善・計画の見直し

第６次東郷町総合計画

○予算編成との連動
評価（Check）
事務事業の評価
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実施（Do）
事務事業の実施

