
基本目標ごとの検証結果 
 
１ 基本目標Ⅰ 安心して子育てできる環境づくり 「子育て支援の満足度」及び「教育の充実の満足度」は、ともに実績値が令和元年度目標に届かず、基準値よりも下回っている。 

基本的施策 評価 第２期総合戦略に向けた考え方 【検討 KPI】 今後の検討施策（例） 

① 
結婚・出産の希

望に関する支援 

S なし ⚫ ①結婚・出産の希望に関する支援についても、「出生数」「婚姻率」の向上に

つながっていないので、施策・事業の見直しが必要と考えています。 

⚫ ③学校教育の充実で、「学校は楽しいと答えた児童の割合」があるが、学校に

おいては、１割の子どもが不幸でも９割満足なら OK ということではないこ

とや満足度を高めるためには、いじめや不登校の減少（解消）など別の視点

での目標設定が必要であると考えています。 

⚫ 基本目標Ⅰのアウトカムとして、「満足度」だけを採用するのではなく、「出

生数」「婚姻率」「不登校児童数」「子育て支援サービスの充足率（利用者／対

象人口）」などを設定することを考えています。 

・合計特殊出生率 

 

・不登校児童数 

 

・図書館数 

 

・子育て支援サー

ビスの充足率 

・子ども預かり事

業利用者数 

・不妊治療の支援 

・双子世帯への取組 

・いじめや不登校の減少に向けた

支援 

・学校図書館の充実支援 

・ICT による教育の充実 

・SNS を活用した子育てコミュ

ニティ形成支援 

・子育て環境整備支援 

A 「婚姻率」 

B,C 
「男女の出会いの場の参加者数」「男女の出会いの場参加者によ

る結婚成立組数」「出生率」 

② 
子ども・子育て

に関する支援 

S なし 

A 「子育てふれあい広場年間延べ利用親子組数」「子ども会加入率」 

B,C 「児童館・集会所年間延べ利用者数」「休日保育利用者数」 

③ 学校教育の充実 

S 「少人数学級の実施状況」「普通教室への空調機器設置率」 

A 「学校評価アンケートで（学校は楽しい）」 

B,C なし 

④ 
仕事と生活の調

和に関する支援 

S 「放課後児童クラブ年間利用児童数」「就労支援セミナーの開催」 

A 「３歳未満児入園者数」 

B,C なし 
 

２ 基本目標Ⅱ 暮らしたいと思える環境づくり 
「緑豊かで快適な美しいまちづくりの満足度」及び「安全で快適な住環境が整ったまちづくりの満足度」は、ともに実績値が令和元年度目標に届かず、基準値よりも下回
っている。 

基本的施策 評価 第２期総合戦略に向けた考え方 【検討 KPI】 今後の検討施策（例） 

① 

多様な世代を誘

引する仕組み 

づ く り 

S 「起業・創業件数」 ⚫ ①多様な世代を誘引する仕組みづくりとして、企業進出や起業・創業などが進められているが、人

口社会増にはつながっていなく、職場があることが人口増・人口定着の要因になっていません。 

⚫ ②公共交通ネットワークの確保として、さんさんバスなどの諸施策が進められているが、「公共交通

対策の満足度」や「安全で快適な住環境が整ったまちづくりの満足度」の向上にはつながっていな

い。公共交通の質の向上を目指すことが必要。モビリティに MaaS の概念を取り入れ移動のしやす

さを強化する施策の検討も必要であると考えています。 

⚫ ③安全・安心なまちづくりとして、各種防災対策が進められているが、「安全で快適な住環境が整っ

たまちづくりの満足度」の向上にはつながっていません。 

⚫ 「緑豊かで快適な美しいまちづくりの満足度」については、どのような施策でその向上を図ろうと

しているか。施策の検討が必要であると考えています。 

⚫ 「暮らしたいと思える環境づくり」の“環境”とは、①職場、②交通、③安全、④魅力の４要素とし

ていると思われるので、それぞれの成果指標を再検討すると良いと考えています。 

（例：①職場：市内での就業向上に関する指標：昼間人口比率など。） 

・昼間人口比率 

 

・製造品出荷額 

・創業社数 

・起業者数 

 

 

・公共交通満足度 

 

・空き家率 

 

・女性管理職割合 

 

・関係人口、交流人口の増加施策 

・インターンシップ支援 

・起業のための説明相談会 

・起業版 BCP策定支援 

・市内産業の啓発 

・テレワーク推進企業の発掘 

 

・MaaS の推進 

 

・空き家対策 

 

・女性が働きやすい企業を育てる 

 

・地域防災の推進 

・多文化共生の地域づくり推進 

A 「転入・転出人口比率」 

B,C 「住宅着工件数」「新たな進出企業数」 

② 
公共交通ネット

ワークの確保 

S 
「さんさんバス利用者数」「駅乗降者数（黒

笹駅・三好ヶ丘駅）」 

A 「名鉄バス利用者」 

B,C 「公共交通対策の満足度」 

③ 
安全・安心なま

ち づ く り 

S 
「防災訓練参加率」「防災ラジオ普及台数」

「防犯灯設置数」 

A 
「耐震診断実施件数」「安全のみどり線延

長距離」 

B,C 「耐震改修補助件数」 

④ 
魅力と活力ある

ま ち づ く り 

S 「シティプロモーション動画閲覧数」 

A 「図書館来館者数」 

B,C 「NPO 法人数」 

 

３ 基本目標Ⅲ  誰もが健康に暮らせる環境づくり 「福祉対策の充実の満足度」及び「保健・医療対策の充実の満足度」は、ともに実績値が令和元年度目標に届かず、基準値よりも下回っている。 

基本的施策 評価 第２期総合戦略に向けた考え方 【検討 KPI】 今後の検討施策（例） 

① 
健康づくりの 

支 援 

S 

「地域包括支援センターの設置数」「総合

体育館トレーニングルームの年間利用者

数」 

⚫ ①健康づくりの支援は、全て S、A評価であるにもかかわらず、「福祉の満足度」は向上していない。

「誰もが健康に暮らせる環境づくり」という基本目標であることから、スポーツ施設の利用増が健

康増進につながっているといえる目標の設定が必要だと考えています。 

（例：運動習慣者の割合の増加など：これは健康日本 21の目標でもあるので連動可能であります）。 

⚫ ②生きがいづくりに関しては、「福祉対策の充実の満足度」「保健・医療対策の充実の満足度」のい

ずれにもつながっていないと考えられるため、再検討が必要であると考えています。 

⚫ 公園の充実は健康面での効果もあるとされているので、1 人あたりの公園面積などをアウトカム指

標として検討が必要であります。 

・健康寿命 

 

 

 

 

 

 

・1人あたりの公

園面積 

・スポーツ実施率 

 

・健康アプリの開発 

・健康医療分野の課題に取組支援 

・ポイント制度の充実 

・支え合う地域コミュニティ形成

の推進 

・地域包括ケアシステムの推進 

 

・地域スポーツ振興事業 

 

・チャレンジデーの実施 

 

 

A 
「要介護（要支援）認定を受けていない高

齢者の割合」「都市公園の供用面積」 

B,C なし 

② 生きがいづくり 

S 

「生涯学習講座数」「生涯学習活動団体数」

「発表会等行事参加団体数」「発表会等行

事参加者数」 

A 

「生涯学習活動人数」「福祉ボランティア

の活動件数」「シルバー人材センターの登

録会員数」 

B,C 「生涯学習講座受講者数」 



第２期総合戦略に向けた方向性 
 
■みよし市の強み ・自動車関連企業が近くにある、名古屋市の通勤圏 

・男性は製造業、卸売業・小売業、建設業が多く、女性は製造業、

医療・福祉、卸売業・小売業が多い 

 

働く場が豊富 

・自然が豊か、公園が多い  緑豊かな居住環境 

・道路網が充実 
 

近隣及び遠方へのアクセスが容易 

・出生数が減少傾向にあるものの、合計特殊出生率は愛知県平均

よりも高い 

・未婚率は増加傾向にあるものの、全国平均よりも低い 

・社会増よりも自然増の方が多い 

 

子育て環境の充実により定住化への期待が持てる 

■みよし市の弱み ・核家族世帯割合が高い 

・持ち家率は近隣市町に比べやや低い 

 
超長期的な人口の安定には弱い 

・昼夜間人口比率は 1.0 以上であるが減少傾向 

・転入数は横ばいだが、転出数が増加傾向のため社会増が減少傾

向となっている 

・近隣市町からの転入・転出状況では、豊田市、刈谷市、豊明市

からは転入超過（社会増）となっているが、日進市、東郷町、

岡崎市、長久手市、天白区、緑区へは転出超過（社会減）とな

っている。 

 

５年前と比べて吸引力が弱くなっている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新たな視点】 

AI や Society5.0 の視点 

IoT により、全ての人とモノがつながり様々な

知識や情報が共有され、今までにない新たな価値
観を生み出すことや、AI（人工知能）により、必

要な情報が必要な時に提供されるようになり、ロ
ボットや自動走行車などの技術で、社会課題の克

服を目指しています。 
このような社会の変革（イノベーション）を通

じて、世代を超えて互いに尊重し合あえる社会、

一人一人が快適で活躍できる社会を目指します。 

今までにはない視点 

・関係人口、交流人口※ 

・MaaS の推進 
・地域コミュニティの形成 

・多文化共生の地域づくり 
・テレワーク推進企業の発掘 

・学校教育の充実 
・新しい生活様式 
※関係人口とは、地域内にルーツがある者や過去に勤
務・居住などしていた者です。交流人口とは、観光な
どで来る者を指します。 

SDGs の視点 

平成 27 年（2015 年）に国際連合で採択された
「持続可能な開発目標（SDGs）」では、「誰一人取

り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社
会の実現を掲げています。そのため、だれもが役

割を持ち活躍できる地域社会の実現のため、市民
団体や大学、民間企業等の多様なまちづくりの担

い手が活躍すること目指しています。 

【方向性】 

・3 つの基本目標すべてにおいて達成されていないため、基本目標は第 1 期を踏襲する。 

・特に「安全で快適な住環境が整ったまちづくりの満足度」が満足度の項目で最も低いため、基本目標 2

「暮らしたいと思える環境づくり」を中心に強化する。 

・みよし市の強みを活かし、「企業との連携」や「新産業集積」、「子育て」に関する施策を充実させる。 

・長期的な人口の安定に向けて、シビックプライドの醸成に向けた施策を充実させる。 


