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みよし市まち・ひと・しごと創生 総合戦略の進捗状況について 

 
１ 総合戦略とは 

  全国的な人口減少を契機に、２０６０年に人口１億人程度を確保するための長期ビジョンを踏 
 まえ、２０１５年度（平成２７年度）から２０１９年度（平成３１年度）までの５か年の政策目 
標・施策をまとめたものです。【国の総合戦略】 
  こうしたことを踏まえ、地方においても、各地域の人口動向や将来人口の推計を行い（地方人 
口ビジョン）、各地域の動向に応じた政策目標・施策を策定しており、計画期間は国の総合戦略と 
同様となっています。【地方版総合戦略】（※） 

  なお、地方版総合戦略を実現するために、国は人的支援、財政支援、情報支援の３つの支援を 
行っており、本市においては、地方創生加速化交付金、地方創生推進交付金の財政支援を主に受 
けています。 
  ※地方版総合戦略は、「まち・ひと・しごと創生法」第10条の規定により、市の実情に応 
じたまち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な計画です。 

 
 
 
２ みよし市まち・ひと・しごと総合戦略（みよし市版地方総合戦略） 

 ・平成26年11月：「まち・ひと・しごと創生法」公布・施行 

 ・平成26年11月：国の「長期ビジョン」「総合戦略」を閣議決定 

 ・平成27年２月 ：「愛知県まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部」 

 
踏まえ 

 
 ・平成27年８月、平成28年２月：「みよし市まち・ひと・しごと創生会議」開催 
 ・平成28年３月：「みよし市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」及び 
         「みよし市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定 
           
  ＜基本目標＞ 

【人口ビジョンでの視点】   【総合戦略での基本目標】 
    

若い世代の就労･結婚･子育て･教育 

などの生活環境基盤の整備 
 

基本目標Ⅰ 

安心して子育てできる環境づくり 
    

若年層を中心とした 

生産年齢人口の転入･定住の促進 
 

基本目標Ⅱ 

暮らしたいと思える環境づくり 
    

健康寿命の一層の延伸  
基本目標Ⅲ 

誰もが健康に暮らせる環境づくり 

 
 

 
３ みよし市行政評価委員会とみよし市地方版総合戦略との関わり 

  総合戦略では、掲げた個別の施策について、重要業績評価指標（ＫＰＩ）でその進捗や達成状況を評価し、今

後の事業の方向性について発展、改善等の検証や有効性について検証していくこととしています。 
  総合戦略に掲げられた基本的施策や数値目標となる重要業績評価指標（ＫＰＩ）は、事務事業の内容に密接に

関連しています。進捗状況について、庁内組織である「みよし市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部会

議」で確認をしていますが、外部組織である行政評価委員会においても、その進捗や取り組み状況、重要業績

評価指標（ＫＰＩ）について報告をさせていただきます。 
 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）とは 

 組織や事業、業務の目標の達成度合いを測る定量的な指標のこと。 

 [Key Performance Indicator] 

 

 
 
 
 
 
 

資料４ 



基本目標

基本目標Ⅰ

基本目標Ⅱ

基本目標Ⅲ

基本目標 基本的施策 施策
主な取組み　■第１次総合計画と連携を図る取組

　　　　□総合戦略としての新たな取組
進捗状況 所　管　課

◆男女の出会いの場の創出支援 □男女の出会の場の創出支援 実施済み 子育て支援課

■妊産婦･乳幼児健康診査事業 － 健康推進課

■不妊治療費助成 － 健康推進課

◆母子保健対策の充実 ■乳幼児健康診査 － 健康推進課

◆医療費助成対象の拡大 ■子ども医療費支給事業 － 保険年金課

■子育て支援センターの開設 － 子育て支援課

■一時保育･リフレッシュ保育の利用促進 － 子育て支援課

■ファミリーサポートセンターの託児利用促進 － 子育て支援課

□子育てふれあい広場の充実 実施済み 子育て支援課

■保育園での広域入所､土曜･休日保育など － 子育て支援課

□３歳未満児入園枠の拡大 平成31年度実施中 子育て支援課

□保育園施設･設備の大規模改修 実施済み 子育て支援課

□第３子の保育料無料化 実施済み 子育て支援課

□第３子の幼稚園授業料の原則無料化 実施済み 子育て支援課

■いきいき子育て講座の開催 － 子育て支援課

■家庭教育学級の開催 － 教育行政課

■思春期家庭教育講座の開催 － 教育行政課

■家庭教育地域活動への支援 － 教育行政課

■ＰＴＡ活動への支援 － 教育行政課

■児童の遊び場での活動支援 － 子育て支援課

■子ども会･子育て支援クラブ活動への支援 － 子育て支援課

■少人数学級･指導の推進 － 学校教育課

■教職員研修体制の充実 － 学校教育課

■悩みを抱える児童生徒･保護者への支援 － 学校教育課

■学校間連携による教職員の資質向上 － 学校教育課

■学校施設･設備の大規模改修 － 教育行政課

■普通教室等への空調機設置 － 教育行政課

■延長保育等の利用促進 － 子育て支援課

□病児･病後児預かり施設の整備 平成31年度実施予定 子育て支援課

□放課後児童クラブの利用対象･開所時間の拡大 実施済み 子育て支援課

□子育て世帯への｢家事ヘルパー｣の派遣 平成32年度実施予定 子育て支援課

◆子育て世代の就労支援 □就労支援セミナーの開催 実施済み 産業課

□住宅取得に関する情報発信 実施済み 都市計画課

□住宅取得に関する経済的支援 実施済み 都市計画課

□空き家に関するデータベースの整備 実施済み 都市計画課

◆世代循環の仕組みづくり □世代間住み替えに関する支援 実施済み 都市計画課

□愛知県しごと支援センターへの情報提供 実施済み 産業課

□就労支援セミナーの開催 実施済み 産業課

企業誘致の推進 ■企業立地用地の確保 － 産業課

◆創業の支援 ■ベンチャー起業家支援奨励事業 － 産業課

◆企業の競争力の強化の支援 ■設備投資及び研究開発への支援 － 産業課

■さんさんバスの運行 － 企画政策課

□三好ケ丘駅前広場の再整備 平成31年度実施中 道路河川課

■公共交通ネットワークの構築 － 企画政策課

□地域公共交通網形成計画の策定 平成31年度実施予定 企画政策課

④仕事と生活の調和に関する支援
◆育児サポートの充実

みよし市まち・ひと・しごと創生　総合戦略の基本目標と施策 一覧

Ⅱ

◆公共交通への利用転換

①多様な世代を誘引する仕組みづくり

◆住宅取得に関する支援

◆雇用対策の充実

②公共交通ネットワークの確保

◆公共交通の利便性の向上

Ⅰ

①結婚･出産の希望に関する支援
◆出産に対する支援の拡大

安心して子育てできる環境づくり

暮らしたいと思える環境づくり

誰もが健康に暮らせる環境づくり

②子ども･子育てに関する支援

◆子育てを楽しむ環境づくり

◆保育サービスの充実

◆多子世帯の経済的負担の軽減

◆家庭教育の充実

◆児童の健全育成

③学校教育の充実

◆教育環境の充実

◆魅力ある学校づくり

◆良好な教育環境の整備
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基本目標 基本的施策 施策
主な取組み　■第１次総合計画と連携を図る取組

　　　　□総合戦略としての新たな取組
進捗状況 所　管　課

■住宅の耐震診断･改修に対する支援 － 都市計画課

■準用河川の改修 － 道路河川課

■雨水排水施設の整備 － 下水道課

■自主防災組織の支援 － 防災安全課

■ハザードマップの作成 － 防災安全課

□防災ラジオの整備･普及 平成31年度実施中 防災安全課

□河川水位観測ｼｽﾃﾑの整備 実施済み 防災安全課

■防犯灯の設置 － 防災安全課

■防犯カメラ設置の支援 － 防災安全課

■交通安全施設の整備 － 防災安全課

■幹線道路等の整備 － 道路河川課

■生活道路の整備 － 道路河川課

■通学路の整備 － 道路河川課

◆公共施設配置等の最適化･長寿命化 □公共施設等総合管理計画の策定 実施済み 財政課

□プロモーション動画の作成 実施済み 企画政策課

□シティプロモーションサイトの作成 実施済み 企画政策課

□中心市街地基本構想の策定 実施済み 企画政策課

□空き店舗に関するデータベースの整備 検討中 産業課

◆総合交流拠点の整備 □農ライフゾーンの整備 検討中 産業課

■地区コミュニティ活動の推進 － 協働推進課

■地区拠点施設の整備 － 協働推進課

■カリヨンハウスの活用(協働) － 協働推進課

■地域FM放送の活用 － 広報情報課

■消防団活動への支援 － 防災安全課

■市開催イベントへの参加･協働支援 － 協働推進課

◆協働のまちづくり ■協働によるまちづくりの推進 － 協働推進課

■軽トラ市の開催 － 産業課

□産直施設の増設 検討中 産業課

◆みよし産農産物のブランド化の推進 □みよし産農畜産物表示シールの作成 実施済み 産業課

□健康マイレージ事業 平成31年度実施中 健康推進課

□健康度評価事業 平成31年度実施中 健康推進課

■ヘルスパートナーの育成 － 健康推進課

■健康診査の充実 － 健康推進課

■通所･訪問による介護予防プログラムや相談指導の充実 － 長寿介護課

■認知症ｶﾌｪの開催 － 長寿介護課

■医療･介護関係者の情報共有に対する支援 － 長寿介護課

■地域包括支援センターの充実 － 長寿介護課

■生活支援コーディネーターの配置 － 長寿介護課

□福祉･医療･介護に関する長期構想の策定 実施済み 長寿介護課

■幼児を対象とした親子体操教室の開催 － スポーツ課

■総合型スポーツクラブ活動への支援 － スポーツ課

■健康運動指導士によるトレーニング指導 － スポーツ課

◆良好な運動環境づくり ■都市公園及びスポーツ施設･設備の整備 － 公園緑地課・スポーツ課

■生涯学習講座の開催 － 生涯学習推進課

■生涯学習発表会の開催 － 生涯学習推進課

■文化協会など生涯学習団体の支援 － 生涯学習推進課

■文化展･公募美術展･ロビーコンサートなどの開催 － 生涯学習推進課

◆高齢者の活躍の場づくり ■シルバー人材センターへの支援 － 長寿介護課

◆ボランティア活動の支援 ■福祉ボランティアの育成支援 － 福祉課

②生きがいづくりの支援

Ⅱ

◆健康づくりの推進

◆健康寿命の延伸

◆介護予防･認知症予防の推進

◆地域包括ｹｱｼｽﾃﾑの構築

◆スポーツによる健康づくり

◆生涯学習の支援

③安全･安心なまちづくり

◆防災力･減災力の向上

◆防犯力の向上

Ⅲ

①健康づくりの支援

◆地域づくり活動の活性化

◆シティプロモーションの推進

◆まちの魅力の向上

◆まちの活力の向上

◆地産地消の推進

◆交通安全対策の推進

④魅力と活力のあるまちづくり

3



H27年度末 H28年度末 H29年度末 H30年度末 H31年度末

子育て支援の満足度 52.4% 52.7% 61.3% 43.0% 50.5% 58.0% 企画政策課

教育の充実の満足度 56.3% 52.3% 58.9% 42.2% 45.5% 62.0% 企画政策課

男女の出会いの場参加者数 - 42人 37人 31人 50人 100人 子育て支援課

男女の出会いの場参加者による結
婚成立組数（累計）

- 4組 5組 5組 5組 15組 子育て支援課

出生数 656人 650人 600人 610人 541人 690人 市民課

婚姻率 5.7% 5.8% 4.7% 4.7% 4.5% 6.0% 市民課

児童館・集会所　年間延べ利用者数 132,294人 129,758人 133,886人 129,249人 121,733人 135,000人 子育て支援課

子育てふれあい広場
年間延べ利用親子組数

21,400組 18,254組 22,626組 30,403組 28,235組 30,000組 子育て支援課

休日保育利用者数 134人 263人 145人 543人 439人 650人 子育て支援課

子ども会加入率 84% 82% 78% 76% 79% 90% 子育て支援課

小学校第１～３学年 小学校第１～３学年 小学校第１～３学年 小学校第１～３学年 小学校第１～３学年 小学校第１～４学年

中学校第１学年 中学校第１学年 中学校第１・２学年 中学校第１～３学年 中学校第１～３学年 中学校第１～２学年

小学校92.1% 小学校92.8% 小学校93.0% 小学校93.1% 小学校91.5% 小学校95%

中学校89.5% 中学校89.7% 中学校90.2％ 中学校88.2％ 中学校89.1％ 中学校92%

- 小学校　　0% 小学校100% 小学校100% 小学校100% 小学校100%

- 中学校100% 中学校100% 中学校100% 中学校100% 中学校100%

放課後児童クラブ年間利用児童数 376人 373人 370人 372人 413人 480人 子育て支援課

３歳未満児入園者数 310人 254人 286人 324人 368人 430人 子育て支援課

就労支援セミナーの開催 - 4回 6回 6回 8回 10回 産業課

緑豊かで快適な美しいまちづくりの
満足度

68.4% 70.6% 70.4% 53.6% 55.9% 74.0% 企画政策課

安全で快適な住環境が整ったまちづ
くりの満足度

57.5% 61.7% 62.8% 42.1% 46.3% 63.0% 企画政策課

住宅着工件数 379棟 294棟 298棟 280棟 177棟（暫定値） 380棟 都市計画課

転入・転出人口比率 99.6% 109.2% 109.6% 99.6% 100.7% 102.0% 市民課

起業･創業件数（累計） 0件 0件 3件 8件 15件 3件 産業課

新たな進出企業数（累計） 0件 0件 0件 1件 1件 2件 産業課

※　KPI・・・Key Preformance Indicatorの略。日本語訳すると「重要業績評価指数」といい、ある目標の達成のための過程を測定する指標。

所管

学校教育課

学校教育課

教育行政課

22

①多様な世代を
誘引する仕組み
づくり

23

基本目標 基本的施策 頁 数値目標・KPI
H26年度
（基準値）

現　　状
H31年度
（目標値）

少人数学級（35人学級）の実施状況

Ⅰ安心して
子育てできる
環境づくり

18

①結婚・出産の
希望に関する支
援

18

②子ども・子育て
に関する支援

19

③学校教育の充
実

20
学校評価アンケートで「学校は楽し
い」と回答した児童生徒の割合

普通教室への空調機器設置率

21
④仕事と生活の
調和に関する支
援

みよし市まち・ひと・しごと総合戦略 数値目標・KPI一覧
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H27年度末 H28年度末 H29年度末 H30年度末 H31年度末
所管基本目標 基本的施策 頁 数値目標・KPI

H26年度
（基準値）

現　　状
H31年度
（目標値）

さんさんバス利用者数 269,786人 287,312人 301,581人 286,191人 277,342人 272,000人 企画政策課

名鉄バス利用者 40,513人 40,838人 38,970人 41,770人 44,903人 42,000人 企画政策課

駅乗降者数（黒笹駅・三好ヶ丘駅） 4,257,538人 4,533,399人 4,649,417人 4,755,543人 4,846,591人 4,410,000人 企画政策課

公共交通対策の満足度 40.0% 49.8% 49.0% 39.4% 40.2% 55.0% 企画政策課

防災訓練参加率 17.2% 18.2% 17.4% 17.4% 20.0% 20.0% 防災安全課

防災ラジオ普及台数（累計） - - 450台 1,235台 1,535台 1,000台 防災安全課

耐震診断実施件数（累計） 526件 587件 613件 667件 710件 930件 都市計画課

耐震改修補助件数（累計） 119件 119件 132件 143件 148件 270件 都市計画課

防犯灯設置数（累計） 2,200基 2,245基 2,265基 2,320基 2,364基 2,350基 防災安全課

安全のみどり線延長距離 7,772m 8,886ｍ 10,096m 10,917m 11,841m 17,000m 教育行政課

シティプロモーション動画閲覧数（累
計）

- - 約17,000人 約25,000人 　28,839人 4,000人 企画政策課

NPO法人数 13法人 12法人 12法人 12法人 12法人 18法人 協働推進課

図書館来館者数 80,556人 78,221人 219,542人 259,235人 264,767人 289,000人
生涯学習推進課

（図書館）

福祉対策の充実の満足度 54.7% 57.1% 64.2% 41.1% 37.9% 60.0% 企画政策課

保健・医療対策の充実の満足度 66.3% 70.5% 59.2% 49.1% 50.8% 72.0% 企画政策課

要介護（要支援）認定を受けていない
高齢者の割合

88.2% 88.4% 88.6% 88.3% 88.1% 89.0% 長寿介護課

地域包括支援センターの設置数 1ヶ所 1ヶ所 1か所 3か所 3か所 3ヵ所 長寿介護課

総合体育館トレーニングルームの年
間利用者数

4,213人 5005人 6491人 17,783人 20,686人 10,000人 スポーツ課

都市公園の共用面積 51.81ha 51.81ha 52.48ha 52.93ha 54.11ha 55ha 公園緑地課

160講座 173講座 155講座 170講座 190講座 200講座

2,563人 2,724人 2,309人 2,344人 2,193人 4,500人

96団体 97団体 110団体 104団体 114団体 100団体

1,914人 1,823人 3,006人 3,114人 2,093人 2,000人

115団体 114団体 114団体 94団体 105団体 120団体

9,576人 9,577人 8,259人 14,265人 12,403人 10,000人

福祉ボランティアの活動件数 314件 346件 244件 341件 235件 330件 福祉課

シルバー人材センターの登録会員数 367人 367人 369人 375人 364人 405人 長寿介護課

生涯学習推進課

25

生涯学習推進課

Ⅱ暮らしたい
と思える環境

づくり

②公共交通ネッ
トワークの確保

生涯学習推進課

23

③安全・安心な
まちづくり

生涯学習講座数及び受講者数

24

④魅力と活力の
あるまちづくり

②生きがいづくり
の支援

27

生涯学習活動団体数及び人数

Ⅲ誰もが健
康に暮らせる

環境づくり

26

① 健 康 づ く りの
支援

27

発表会等行事参加団体数及び参加
者数

5
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地方創生推進交付金（平成２９年度～令和元年度）を活用した事業概要 

 

１ みよし版 ネウボラ強化事業 

（１）背景・課題  

2010 年総務省統計局「地域別統計データベース」によると、本市は核家族世帯が 63.47％であ

り、隣接都市と比べても割合が高い。（豊田市 54.97％、日進市 61.58％、刈谷市 53.75％、長久

手市54.95％、豊明市61.96％）そのため、地域のつながりの希薄化等で母親が妊娠期から1人で

悩み、産前産後の心身の不調・家庭環境の問題等が起こっている。 

 また、2014年には年少人口・生産年齢人口ともに転出超過となった。その結果、2015年を境に

年少人口と老年人口の割合が逆転しており、今後も年少人口は減少することで、高齢化率が高ま

り、市全体の活力低下を招くことが課題である。（平成29年1月1日現在 年少人口割合16.61％ 

生産年齢人口66.42％ 老年人口16.97％） 

 

（２）事業概要 

  平成29年4月に子育て総合支援センターを開設し、市民が子育てに関する悩みの相談を受け

ること、ファミリーサポートセンターの利用や子育てふれあい広場の提供等の多種多様な子育て

支援の窓口を一本化することにより、子育て世代の意見とのマッチングを効率的に行うこと、ま

た、スマホ用の子育てアプリを作成し、予防接種や子育てに関するイベント情報も一括で確認で

き、子育てに関する情報を容易にすることで「子どもを生み・育てやすいまち」としての環境を

整える。  

さらに、就学前の子どもだけではなく、就学後の児童や子育ての悩みや不安を持つ保護者に対

して、子どものしつけ方等の講座を開催することや、家庭・地域・学校が連携して家庭教育を推

進し、地域ぐるみで子育てをすることで、妊娠期から学童期までの幅広い年代の子育て環境を整

えるために「みよし市版 ネウボラ強化事業」を推進する。  

みよし市版ネウボラ強化事業が安定化した後に、女性の社会進出を後押しし、「働き方改革」に

も繋げることを検討する。 

 

（３）目的・効果 

 本市の総合戦略では、平成72年（2060）に人口規模64,000人を維持することを目標としてい

る。 

そのためには、出生数の増加を図るとともに、子育て世代の他市町村への転出を抑制し、都市

部からの移住（ＵＪＩターン）を促進することにより、年少人口・生産年齢人口を維持・増加し

ていくことが最優先課題である。その課題を解消することにより、人口規模の維持につながり、

総合戦略で掲げた人口規模を達成できると考える。 

最終的には高齢化を抑制し、市全体の活力を維持・増大することを目標とする。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）目標設定 

ＫＰＩ 事業開始前 
平成29年度 

（H30.3） 

平成30年度 

（H31.3） 

事業終了時の 

目標値（R2.3) 

 
人数 

（指標値） 
実績値 

指標値 

（差分） 
実績値 

指標値 

（差分） 
指標値 

出生数（人） 600人 610人 
630人 

（▲20人） 
541人 

660人 

（▲119人） 
690人 

人口（人） 60,907人 61,070人 
61,056人 

（▲14人） 
61,153人 

61,205人 

（▲52人） 
61,742人 

子育て総合支援

センターの年間

利用者数（人） 

0人 23,744人 
30,000人 

(▲6,256人） 
26,026人 

30,200人 

（▲4,174） 
30,400人 

 

（５）今後の展開・方向性 

 事業の効果により女性の人口は増加傾向にあると推量されるものの、子ども総合支援センターの

取り組みや、子育て支援施策の市民への普及・認知が十分でないため、事業初年度はＫＰＩの目標

達成は困難な可能性がある。２年目以降については、親子で参加できるイベントを実施することや、

平成30年度から供用開始した子育てアプリで子育てに関する様々な情報を発信することにより、子

育て環境の良さを市内外にＰＲすることで目標達成を図る。 

 


