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Ⅰ 将来像・基本目標の検討（案）  
１ 将来像（案）  本市が目指す２０年後の将来像を次のように設定します。  

みんなで育む 笑顔輝く ずっと住みたいまち  
＜将来像の基本的な考え方＞  私たちのまち「みよし市」は、都市近郊にあり、立地条件に恵まれ、通勤・通学の
利便性が高く、豊かな自然や快適な住環境が保たれたまちです。 
また、自動車関連産業をはじめとする数多くの企業の進出により、安定した財政基

盤を確立し、その財政基盤を生かし、これまで市民ニーズに応えるため、活気あふれ

る都市を目指して、さまざまなまちづくりの取り組みを行ってきました。それにより

市民の多くがバランスのとれた「住みやすいまち」と評価するまちへと成長しました。  これからは、先人のたゆまぬ努力により培われた、この「住みやすいまち」を将来
に向けてさらに発展させ、自主自立した持続可能なまちづくりを目指します。 
市民や市民活動団体、地域、事業者、行政のそれぞれが主役となり、自らができる

役割を担い、みんなでまちづくりを進めます。  そして２０年後の未来には、まちには活気があふれ、子どもから高齢者まで誰もが
健康で明るく生き生きと、輝く「笑顔」で暮らすことのできる魅力あるまちを目指し

ます。 
市民の誰もが潜在的に持っている郷土に対する誇りや愛着を醸成し、「みよしを愛

し」、「みよしを誇りに思い」、「みよしを育てる」、このまちをより良い場所にするため、

積極的に関わろうとする当事者意識をより一層高め、誰もが「住みやすいまち」から

ずっと「住み続けたいまち」と思える持続的に発展するまちを目指し、 
将来像を「みんなで育む 笑顔輝く ずっと住みたいまち」とします。   

                                          ・市民一人一人がまちを愛し、誇りをもって住み続けたいと思えるまちを目指します。 
・都市基盤の整備や公共交通の充実など住みやすさの向上を図

り、快適で暮らしやすいまちを目指します。さらに、若い世代

の定住促進や雇用対策、子育て支援などを進めます。   そのため「ずっと住みたいまち」をキーワードとして、誰も
が「住みやすいまち」からずっと「住み続けたいまち」と思え

る持続的に発展するまちを目指します。 
・魅力ある自立したまちづくりを行うためには、行政のみが取

り組むのではなく、市民や市民団体、地域、事業者、行政、

それぞれが、自分のまちに関心を持ち、主体的に市民同士の

支え合いや協力、また行政はその活動を支え、市民がまちづ

くりに参画しやすい環境を整え、市民と行政の協働によるま

ちづくりを進めます。 
そのため「みんなで育む」をキーワードとして、市民や市

民活動団体、地域、事業者、行政が、自らができる役割を担

い、みんなでまちづくりを進めていきます。 みんなで育む  
・充実した子育て・教育環境や文化・芸術に親しめる環境を整える

ことにより、誰もが安心して豊かに暮らせるまちを目指します。 
・福祉・医療・介護サービスの充実により、健康寿命の延伸や高齢

者の社会参画の促進などを図り、誰もが元気でいきいきと暮らせ

るまちを目指します。 
・災害の発生による被害や交通事故や犯罪の発生などの危険が少な

いまちづくりにより、誰もが安全・安心に暮らせるまちを目指し

ます。 
・製造業をはじめとする産業の振興などにより、産業が盛んで魅力

と活力があふれるまちを目指します。 
・豊かな自然が次代の子どもたちの心のふるさととなるよう、自然

環境を守り未来へつなぐまちを目指します。 
そのため「笑顔輝く」をキーワードとして、まちには活気が

あふれ、子どもから高齢者まで誰もが健康で明るく生き生きと、

輝く「笑顔」で暮らすことのできる魅力あるまちを目指します。 
ずっと住みたいまち 

笑顔輝く 
【協働】 

【子育て・教育・文化】 
【防災・防犯】 
【自然環境・環境美化】 
【産業・観光】 
【福祉・医療・介護】 

【都市基盤・定住促進】 
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■将来像の検討    

【凡例】  協働   子育て・教育・文化／福祉・医療・介護／防災・防犯／産業・観光／自然環境・環境美化   都市基盤・定住促進  
（１）１８歳以上の市民対象のアンケート結果（平成２８年度）  まちづくりの重点課題（総括） 

＜これからみよし市がどのような姿になると良いと思うか（回答は選択式）＞ 
○回答の多い順に「まちが安全・安心である」、「電車やバスなど交通の便が良い」、「医療・福祉サービスが充実

している」 
＜自由意見より（主な回答を抜粋）＞ 
○住むことに関しては満足しているので、これからは住み続けたいと思える面白さが必要 
○県下一、全国一の何でも良いので作ると大きく活性化する。ポイントは住民参加 
○市民の健康寿命が長くなれば、まちに活気が出る 
○今は良いが（若い）、将来は古いまちになっていくのかではないかと不安 
○高齢者と若い世代がバランス良く住めるまちづくり 
○若い世代が増えているので、若者にとっても魅力を感じるまちづくり 
○誰もが健康で安全・安心して生きがいのある生活ができるまちづくり 
○商業を活発化し、周辺から人を呼べる魅力あるまち 
○今まで以上に活気のあるまち 
○工業特化せず、自然環境を中心に住みよいまちづくり、若者へ未来を与えられるまちづくり 
○若者が多いことを生かし元気あるまちづくり、高齢者を支えるまちづくり 
○企業を誘致し、交通網を整備し、福祉を充実させる工業都市 
○安心して住める安全・安心のまちづくり  〇将来的な人口減少、超高齢社会の到来を見据えると、若い

世代の定住・移住促進や健康寿命の延伸が重要課題である  
〇現状においても「住みやすいまち」と評価されているが、「住

み続けたい、暮らしたい」と感じてもらえるまちにしていくため

には、公共交通の充実などにより、住みやすさの向上を図る

必要がある  
〇まちの「魅力」や「活気」の創出も必要である。次代に魅力と

活気あるまちをつなぎたいという市民の想いを実現すべき  
〇市民が主体となったまちづくりを今後も引き続き目指していく

ことが必要   
（２）市内中学２年生対象のアンケート結果（平成２８年度） みよし市人口ビジョン・総合戦略（平成２８年３月） 

＜１０年後、みよし市をより良いまちにするために必要だと思うこと（回答は自由記入式、上位６回答）＞  ＜総合戦略での基本目標＞ 
（１）安心して子育てできる環境づくり 
（２）暮らしたいと思える環境づくり 
（３）誰もが健康に暮らせる環境づくり  
※総合戦略との整合性確保のため、 
将来像・基本目標の検討にあたり参考とする ①公園や遊歩道などを整備する 

③交通の便を良くする 
⑤美化活動やマナー向上を推進 ②大型店など店舗数を増やす 

④自然（緑）を守る、増やす 
⑥楽しめる場所、遊べる場所を増やす 

（３）市職員対象のアンケート結果（平成２８年度）  
＜自由意見より（主な回答を抜粋）＞ 
○まちづくりの主体は市民で行政はサポート役となるような成熟した市政を目指したい 
○穏やかに暮らせる成熟したまちにしたい 
○住んでいる人が住み続け、ここに住んでいることを誇れるまちづくり 
○今のみよし市の姿を変貌させることを目的とせずに、現在のみよし市に、何を足していき、何を引いていくのか

を明確な哲学として確立するべく表現していくことを大切にしたい   
（４）地区まちづくり懇談会における意見（平成２９年度）※主な回答を抜粋  市長公約（平成２９年度市長選） 

○市民憲章にある「緑あふれるまち」になっていないのではないか 
○高齢化社会に向けて高齢者が安全・安心に暮らせるまちづくりが必要 
○他市の良いところを真似ながら、独自性も取り入れながら、魅力のあるまちづくりをしてほしい 
○１０年、２０年の計画なので、子どもや孫の世代にも魅力あるみよしであってほしい。 
○市が率先して健康寿命を伸ばすための取組をアピールすることが必要。住みよいまちであることが知られれ

ば、必然的に人が集まる  「みんなで築きあげる 成熟したまち みよし」  
（１）切れ目のない子育て環境の整ったまち 
（２）子どもを中心においた教育環境の充実したまち 
（３）高齢者や障がい者への福祉・医療・介護支援が充実したまち 
（４）産業の振興による財政基盤の安定したまち 
（５）自然災害に強く安全・安心なまち 
（６）温かさのあふれる協働のまち 
（７）「住み続けたい」「暮らしたい」まち 
（８）人と自然が共生する環境にやさしいまち （１）から（４）に共通していた「これからのみよし市に求められるまちづくり」  

○交通利便性の向上（公共交通の充実） 
○観光の振興 
○子育て支援の充実 
○高齢者・障がい者にやさしいまちづくり ○商業の活性化 

○医療・福祉の充実 
○公共施設の整備（スポーツ施設等）  

【検討資料】 
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２ 基本目標（案）  将来像の実現に向けて、次のように６つの基本目標を掲げます。   
基本目標１ 安心して子どもを産み育て、誰もが豊かな心を育むまち 【子育て・教育・文化】 

  ＜２０年後の目指す姿＞ 
○子どもたちの笑顔と元気な声が響きわたっています。 
○安心して子育てができる環境と、子どもたちが学べる環境が充実しています。 
○市民が気軽に学び、文化・芸術に親しめる環境となっています。  
基本目標２ 健康でいきいきと暮らせるまち   【福祉・医療・介護】 

   ＜２０年後の目指す姿＞ 
○福祉・医療・介護サービスが充実し、誰もが安心して暮らすことができています。 
○元気な高齢者が増えて、積極的に社会参加し、まちに活気をもたらしています。 
○子どもから高齢者まで多世代の交流が活発になっています。  
基本目標３ 安全で安心して暮らせるまち   【防災・防犯】 

  ＜２０年後の目指す姿＞ 
○「公助」としての総合的な防災・減災対策が進み、大地震や集中豪雨など自然災害に

強いまちとなっています。 
○地域における「自助」「共助」の取組が進み、市民の防火意識・防災意識が高まり、地

域防災力が向上しています。 
○交通事故や犯罪などの危険が少なくなっています。  
基本目標４ 地域の魅力と活力があふれるまち   【産業・観光】 

  ＜２０年後の目指す姿＞ 
○活力のある豊かな産業が伸びるまちとして成長しています。 
○生活の身近な所に買い物や外食が楽しめる場所が増えています。 
○観光資源を活用したまちづくりにより地域の魅力が高まり、たくさんの人でにぎわっ

ています。 
○地域活動が活発化するとともに、地域間の交流も盛んになっています。      

     
基本目標５ 快適で暮らしやすいまち   【都市基盤・定住促進】 

  ＜２０年後の目指す姿＞ 
○自然と開発のバランスのとれた土地利用が図られています。 
○公共交通がより便利になり、外出がしやすくなっています。 
○高齢者が移動しやすい環境が整っています。 
○快適な住環境や良好な景観が形成され、心地よく暮らすことができています。 
○定住が進むとともに市外からの移住者が増え、市の人口は堅実に伸びています。   
基本目標６ 自然環境を守り未来へつなぐまち  【自然環境・環境美化】 

  ＜２０年後の目指す姿＞ 
○里山や田園、公園など生活の身近な所で「緑」に親しんでいます。 
○地域の清掃や花の植栽、草刈りなど市民主体の環境美化活動が行われ、美しいまちと

なっています。 
○子どもたちに自然環境を大切にする心が育まれています。       次の３つの考え方で、６つの基本目標と将来像の実現を支えます。 
①市民が参画し、ともに支え合う協働のまちづくり 【協働】 
②市民に開かれた効果的・効率的な行政運営  【行政運営】 
③持続可能な安定した財政運営    【財政運営】   

（仮）みんなで育む 笑顔輝く ずっと住みたいまち 

基本目標の実現のためのまちづくりの進め方 

将来像の実現 
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Ⅱ 分野別計画の体系（案）  
１ 計画の体系（案） 

    
まちづくりの取組目標、取組分野については、基本計画の個別ページで説明を

してまいります。 

将来像

まちづくりの取組目標 取組分野

（1）安心して子どもを産み、育てられる環境にしよう  ①子育て支援、②家庭教育、③地域で子育てを支える環境

（2）心豊かな子を育てよう  ①幼児教育、②小中学校教育、③高等教育、④青少年健全育成

（3）文化に親しみ、交流が盛んなまちにしよう  ①生涯学習、②文化・芸術、③広域交流、④多文化共生、⑤男女共同参画

（1）豊かに暮らせるようにみんなで助け合おう  ①地域福祉、②高齢者福祉、③介護、④障がい者福祉

（2）生涯にわたって健康に暮らせるようにしよう  ①地域医療体制、②健康づくり、③スポーツ、④生きがい・働きがい

（1）地域で支え合い、災害に強いまちをつくろう  ①防災・減災、②消防

（2）交通事故や犯罪のないまちをつくろう  ①交通安全、②防犯

（1）工業のさらなる成長を支えよう  ①工業

（2）まちのにぎわいや魅力を生み出そう  ①商業、②観光・魅力発信、③地域活力

（3）地域の農業を守り、次代につなげよう  ①農業、②地産地消

（1）生活の基盤が整ったまちをつくろう  ①土地利用、②河川、③下水道

（2）便利で快適な住環境をつくろう  ①公共交通、②道路、③市街地整備、④景観

（3）多様な世代の定住・移住を促進しよう  ①住まい、②雇用対策

（1）緑を守り育て、まちを美しくしよう  ①緑のまちづくり、②公園、③環境美化

（2）環境にやさしいまちにしよう  ①地球環境の保全、②循環型社会

（1）市民が参画し、ともに支え合う協働のまちづくり  ①市民の参画と協働によるまちづくり

（2）市民に開かれた効果的・効率的な行政運営  ①行政情報の公開、②広報・広聴、③行政組織、④行政改革・行政評価、⑤広域行政の推進

（3）持続可能な安定した財政運営  ①財政

まちづくりの進め方

１　安心して子どもを産み育て、
　　誰もが豊かな心を育むまち

２　健康でいきいきと暮らせるまち

基本目標

（案）みんなで育む 笑顔輝く　ずっと住みたいまち

３　安全で安心して暮らせるまち

４　地域の魅力と活力があふれるまち

５　快適で暮らしやすいまち

６　自然環境を守り未来へつなぐまち
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■現行計画と照らした検討（左：現行計画、右：第２次総合計画(案)）   【検討資料】 緑文字：総合戦略における新たな取組（現行総合計画にない取組） 
赤文字：上記以外の変更箇所 

将来像 基本目標 施策の大綱 基本計画の施策分野 将来像 基本目標 まちづくりの取組目標 取組分野

①土地利用

②地籍調査

①緑のまちづくり ①緑のまちづくり

②公園 ②公園

③愛知用水上部利用 ③環境美化

④さんさんの郷

⑤河川

⑥景観

①地球環境の保全 ①地球環境の保全

②循環型社会 ②循環型社会

③下水道

④墓地

①地域福祉 ①地域福祉

②高齢者福祉 ②高齢者福祉

③介護

③障がい者福祉 ④障がい者福祉

①保健 ①地域医療体制

②医療・救急体制 ②健康づくり

③医療助成 ③スポーツ

④医療保険 ④生きがい・働きがい

⑤介護保険

⑥国民年金

⑦福祉事務所

①生涯学習

②人材の活用（シルバーエイジ・アクティビテー）

①文化・芸術

②図書館

①スポーツ

②健康づくり

①市街地整備 ①防災・減災

②建築物の耐震化 ②消防

③防災拠点整備

①ユニバーサルデザイン

②公共交通

③道路・橋梁

①交通安全、防犯 ①交通安全

②防災・消防 ②防犯

（1） 効率的で安定的な農業を育むまち ①農業 ①農業

②地産地消

（2） 環境と調和した活気あふれる工業が盛んなまち ①工業 工業のさらなる成長を支えよう ①工業

①まちの顔づくり ①商業

②商業・観光 ②観光・魅力発信

③地域活力

（4） 多様な文化に親しみ、ふれあえるまち ①国際交流と多文化共生

（5） 連携と友好のきずなで築くまち ①友好都市交流、広域交流

①土地利用

②河川

③下水道

①公共交通

②道路

③市街地整備

④景観

①住まい

②雇用対策

①子育て支援 ①子育て支援

②家庭教育 ②家庭教育

③地域で子育てを支える環境

①幼児教育

①小中学校教育 ②小中学校教育

②高等教育と地域連携 ③高等教育

（3） 地域で青少年を支えるまち ①青少年健全育成 ④青少年健全育成

①生涯学習

②文化・芸術

③広域交流

④多文化共生

⑤男女共同参画

①市民の参画と協働によるまちづくり ①市民の参画と協働によるまちづくり

②男女共同参画

①行政情報の公開 ①行政情報の公開

②広報・広聴 ②広報・広聴

③市民情報サービスセンターの充実

④行政組織 ③行政組織

⑤電子自治体

⑥行政改革・行政評価 ④行政改革・行政評価

⑦広域行政の推進 ⑤広域行政の推進

（3） 健全で安定した財政運営の推進 ①財政 持続可能な安定した財政運営 ①財政

Ⅵ 市民と行政の協働による自立した自

治体経営

（1） 誰もが参加し、ともに支え合う協働のまちづくりの推進 まちづくりの進め方 市民が参画し、ともに支え合う協働のまちづくり

（2） 市民サービスを高める行政運営の推進 市民に開かれた効果的・効率的な行政運営

（2） 豊かな心と個性が輝くまち 心豊かな子を育てよう

文化に親しみ、交流が盛んなまちにしよう

快適で暮らしやすいまち 生活の基盤が整ったまちをつくろう

便利で快適な住環境をつくろう

多様な世代の定住・移住を促進しよう

Ⅳ 魅力ある活力とにぎわいのまち 地域の魅力と活力があふれるまち 地域の農業を守り、次代につなげよう

（3） にぎわいと交流のあるまち まちのにぎわいや魅力を生み出そう

（3） 生きがいを持って楽しく暮らせるまち

（4） 文化・芸術に親しみ、育むまち

（5） 生涯スポーツができ、健康で元気なまち

Ⅲ 安全で安心して住み続けることがで

きる地域

（1） 安全で快適な住環境が整ったまち みんなで築く安全・安心なまち 地域で支え合い、災害に強いまちをつくろう

（2） 誰もが安心して出かけられるまち

（3） 地域力を高めて安全で安心して暮らせるまち 交通事故や犯罪のないまちをつくろう

（2） 緑に包まれ、水に親しむ、快適で美しいまち 緑を守り育て、まちを美しくしよう

（3） 環境と人にやさしいまち 環境にやさしいまちにしよう

豊かに暮らせるようにみんなで助け合おう

Ⅴ 社会と次代を担う自立した人材の育

成

み
ん
な
で
築
く
　

「

さ
さ
え
あ
い

」

　
と
　

「

活
力

」

　
の
都
市

Ⅰ 人と自然が共生する心地よい環境 （1） 地域の特性を活かし、調和のとれたまち

（

案

）

み
ん
な
で
育
む
　
笑
顔
輝
く
　
ず

っ

と
住
み
た
い
ま
ち

自然環境を守り未来へつなぐまち

Ⅱ 誰もが健康で生きがいのある暮らし （1） みんなで助け合える福祉のまち 健康でいきいきと暮らせるまち

（2） 生涯健康で安心して暮らし続けられるまち 生涯にわたって健康に暮らせるようにしよう

（1） 安心して子どもを産み、育てられるまち 安心して子どもを産み育て、誰もが豊

かな心を育むまち

安心して子どもを産み、育てられる環境にしよう
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２ 総合計画の推進に向けて 

 

■まちづくりの進め方に対する基本的な考え方  第２次総合計画の推進にあたっては、すべての取組分野に共通する行政の基本的な姿勢とし
ての次の３つの考え方を実践することにより、６つの基本目標の達成と将来像の実現を推進し

ていきます。 

 

（１）市民が参画し、ともに支え合う協働のまちづくり   【協働】 
 

６つの基本目標の達成と将来像の実現を目指すため、自治基本条例の考え方も踏まえて、

市民（市民活動団体、地域、事業者を含む）と行政が、それぞれの役割を理解し、協働に

よりみんなでまちづくりを進めます。まちづくりの進め方における目標を以下のとおり掲

げます。  
＜まちづくりの進め方の目標＞ 

○市民は、まちづくりに関心を持って主体的に参画し、行政と協働でまちづくりを進めま

す。 

○協働のまちづくりを進める上では、市民同士や地域間の連帯感を高めながら、ともに支

え合う意識を大切にしていきます。 

○行政は、市民がまちづくりに参画しやすい環境を整え、市民との協働により、市民が主

役のまちづくりを進めます。 

 

 

（２）市民に開かれた効果的・効率的な行政運営    【行政運営】 
 

効率よく、効果的に、また市民との協働によりまちづくりを進めていくためには、事業

効果についての評価・見直しや行政組織の効率化を図ること、市民に分かりやすく情報を

提供することなどが必要となります。まちづくりの進め方における目標を以下のとおり掲

げます。  
＜まちづくりの進め方の目標＞ 

○行政は、分かりやすい情報の公開と透明性の確保を図るとともに、市民からの意見や提

言などを広く聴き、まちづくりに生かします。 

○弾力的で機能的な行政組織の編成と、人材育成や職員の意識改革などにより行政組織の

充実を図ります。 

○行政改革を実施することにより、効果的・効率的な行政運営を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）持続可能な安定した財政運営      【財政運営】 
 

６つの基本目標の達成と将来像の実現を目指すため、まちづくりを財政面から支え、健

全で自立・安定した財政運営を目指します。まちづくりの進め方における目標を以下のと

おり掲げます。  
＜まちづくりの進め方の目標＞ 

○将来的な人口減少・超高齢社会の到来や法人市民税の今後の動向、災害などの予期せぬ

事象に対する支出などにも対応できるよう、持続可能な安定した財政運営を進めていき

ます。 

  
 

図 まちづくりの進め方のイメージ  
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■総合計画の進行管理  第２次みよし市総合計画では、市民や市民活動団体、地域、事業者、行政のそれぞれが主役
として、自らができる役割を担い、みんなでまちづくりを進めます。 

そのためには市民（市民活動団体などを含む。以下同じ）と行政が、互いに共有した認識を

持ち、目標を確認してまちづくりを進めることが重要となるため、第２次みよし市総合計画で

は、本市が目指す方向性を明らかにし、達成水準を示すため、総合計画の基本計画において取

組分野に対応した目標指標（数値目標）を設定します。  成果としての目標指標は、具体的な施策を計画的に進めていく上で、毎年進ちょく状況を管
理するため、その達成状況や成果（事業効果）について、評価・検証を行い、この結果を公表

していくことで市民と情報を共有していきます。  まちづくりを進めるための取り組みに対する評価・検証に当たっては、事務事業評価のＰＤ
ＣＡサイクルによる行政評価（内部・外部評価）を基本に、総合計画基本計画に示された施策

の実施内容について、各年度の取り組みを具体化した実施計画を作成（Ｐｌａｎ）し、取り組

みの実施（Ｄｏ）、成果の評価・検証（Ｃｈｅｃｋ）、継続的な改善（Ａｃｔｉｏｎ）を行って

いきます。  なお、総合計画基本計画は、社会経済情勢の変化など本市を取り巻く環境の変化に対し、よ
り柔軟に対応するため、総合計画基本計画の計画期間の中間（５年）で見直しを行います。  実施計画については、具体的な事業内容を明らかにし、目標指標と行政評価を連動させるこ
とにより、毎年度進行管理を行い、これをもって各年度の予算編成の指針とします。実施計画

の計画期間は、３年間とし、毎年度ローリング方式で見直しを行います。  
 

 

図 PDCAサイクルによる総合計画基本計画の進行管理 
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Ⅲ 土地利用構想の検討（案）  
１ 土地利用構想の基本的な考え方 
本市は、総面積が３２．１９ｋ㎡、人口が約６万人と面積・人口が適度なコンパクトな

まちです。限られた土地を貴重な資源として、自然環境や農地の保全・活用を図るととも

に、将来的な人口減少や超高齢社会の到来を見据えて、適正な規模の住宅地や産業用地を

確保・誘導することにより、持続可能なまちの発展と市民の豊かな暮らしの実現を目指し

ます。 
また、地域ごとの特性を生かし、市全体として調和のとれた土地利用を推進することに

より、市全体の活力を創出していきます。    

   
２ 主な用途別土地利用の検討 
（１） 住宅地  
本市の将来人口の見込みでは、２０４７年を人口のピークとし、人口が伸び続ける見込

みとなっています。 
基本構想の目標年となる２０３８年までの期間についても人口は伸び続ける見込みであ

り、人口の見通しを踏まえ、必要となる用地を確保していくことが必要です。 
計画期間中の人口増加の見通しや市民ニーズ等に対応していくため、市街化区域内にお

ける低未利用地を活用するとともに、新たな住宅地の確保・誘導を目指していきます。  
（２） 工業地 

今後も工業の振興および安定した財源確保を図っていくため、積極的に企業誘致を行う

とともに、新たな工業地の確保・誘導を目指していきます。 
新たな用地については、既存の工業地や東名高速道路インターチェンジ、幹線道路の隣

接地およびその周辺、既存工場の隣接地を候補地として、最適な用地の確保を図ります。  
（３） 商業地 

小売業では２０００年（平成１２年）の大型店舗の出店により、年間商品販売額と従業

者数が大きく増加し、その後も年間商品販売額は増加傾向にあります。商店数はほぼ横ば

いで推移してきましたが、近年は減少傾向にあります。 
交通の結節点となる駅周辺などの生活の拠点となる地域において、新たな商業地の確

保・誘導を目指していきます。  
（４） 農業地 

まとまった一団の優良農地は計画的に保全し、農業の振興地域として、緑地としての農

地を将来へとつないでいきます。    
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３ 土地利用方針 
「ゾーン（面）」、「拠点（点）」、「骨格軸（線）」の都市構

造の要素に応じて、秩序ある土地利用を推進します。  
■ゾーン 

区分 土地利用方針 
くらし（住宅地）

ゾーン  
・交通アクセスなどの都市基盤が整った、
良好な住環境の形成・保全を図ります。 

・幹線道路沿道では、店舗併用住宅や利便
性を生かした住宅地の形成を図ります。 

・土地区画整理事業で形成された住宅地で
は、整った街並みを保全し、健康的で快
適な居住環境の維持・形成を図ります。 

・既成市街地や既存住宅地では、周辺の環
境との調和に配慮しつつ、居住環境の改
善を図るとともに、空き家などを活用し
て定住促進を図ります。 

・都市中心拠点や駅前拠点とその周辺にお
いて、低未利用地の活用を進めます。 

にぎわい（商業

地）ゾーン  
・都市中心拠点や駅前拠点周辺の地区で、
人が集い、にぎわいを満喫できる商業空
間の維持や促進を図るとともに、日常生
活に必要なサービスが身近に享受でき
る暮らしを支えるための施設の立地誘
導を図ります。 

ものづくり（工業

地）ゾーン  
・既存工業地においては、その環境の維
持・保全を図ります。 

・まちの活力の維持や強化に向けて、東名
三好インター周辺地区や既存工場隣接
地で連携を図ることのできる区域など
では、新たな産業基盤の立地促進や工業
用地の確保を図ります。 

田園環境ゾーン  ・営農環境や田園景観の保全のため、優良
な農地の保全に努め、田園環境の維持を
図ります。 

ふるさと居住地

ゾーン  
・既存住宅地に隣接する区域において、田
園環境ゾーンと既存住宅地との一体化
を考慮した良好な居住環境の形成を図
ります。 

自然保全・レクリエ

ーションゾーン  
・樹林地や水環境、公園などの空間は、都
市や田園環境の都市景観の形成の一部
をなしており、暮らしの中での憩いの場
として重要な要素であることから、自然
環境の保全に努め、景観やレクリエーシ
ョン機能の向上を図ります。 

     
■拠点 

区分 土地利用方針 
都市中心拠

点 
 

・市役所を中心に、図書館学習交流プラザ「サ

ンライブ」、歴史民俗資料館など多くの公共

施設や銀行、郵便局などの公益施設が集ま

るとともに、大型商業施設の立地により、

生活に必要な機能が集積した地域です。 
・にぎわいと交流を創出する複合的な都市機

能の集積を図るとともに、土地の高度利用

などによる魅力ある都市空間の創造によ

って、本市の顔づくりを進めます。 
駅前拠点 

 
・名鉄豊田線の黒笹駅・三好ケ丘駅周辺地区

は、公共交通の結節点としての利便性の高

い地区です。 
・周辺に広がる住宅地への環境に配慮しつ

つ、利便性の高い交通結節点機能や暮らし

を支える生活機能を整備・充実し、人々が

交流する活気ある駅前拠点の形成を図り

ます。 
・駅周辺地区において生活の拠点としての都

市機能の配置を促進し、多様な世代の居住

を誘導し、定住促進を図ります。 
健康・文化・

交流拠点 
 

・三好公園などの市内に分布する公園・緑地

や「サンライブ」などの既存の施設を活用

して、市民がスポーツやレクリエーション

に親しむことができ、また、市民同士の交

流を活発にする健康・文化・交流拠点を形

成します。 
福祉・医療・

介護拠点 
 

・みよし市民病院周辺地区は、福祉・医療・

介護機能の充実と連携推進を図り、市民の

健康寿命の延伸につなげられるよう、福

祉・医療・介護拠点の形成を図ります。 
産業・流通拠

点 
 

・東名三好インター周辺地区は、インター直

近という交通の結節点としての利便性を

生かし、物流機能や産業が集積された地域

です。 
・付加価値の高い新たな産業の企業誘致を図

り、産業・流通拠点の形成を進めます。 

      
■骨格軸 

区分 土地利用方針 
広域幹線道路

軸  
・この地域の産業・経済・社会活動

を支え、災害時における第１次緊

急輸送道路としての役割を有する

東名高速道路と国道１５３号を広

域幹線道路軸とします。 
水と緑のネッ

トワーク基幹

軸  
・市内を南北に縦断する境川緑地・境

川きたよし緑地の整備を促進し、前

田緑道や三吉緑道と愛知用水路の

上部を利用した緑道の整備により、

市内全域にネットワークを形成し、

水と緑のネットワーク基幹軸と位

置付け、自然に親しめる環境づくり

と人と人の交流を図ります。   
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■土地利用構想図（案）            
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Ⅳ 地域別構想の検討（案）  
１ 地域別構想（案） 
（１） 地域区分  地域別構想は、「（仮称）三好丘地域」、「（仮称）北地域」、「（仮称）三好地域」、「（仮称）南
地域」の４区分に区分します。   

           
【仮称の変更】  

旧仮称  新仮称 
（仮称）えきよし地区 （仮称）三好丘地域 
（仮称）きたよし地区 （仮称）北地域 
（仮称）なかよし地区 （仮称）三好地域 
（仮称）みなよし地区 （仮称）南地域   

【地域区分と行政区の関係】  
区分 行政区名 

（仮称）三好丘地域 黒笹、ひばりヶ丘、三好丘、三好丘緑、三好丘旭、

三好丘桜、三好丘あおば 
（仮称）北地域 莇生、福谷、高嶺、あみだ堂 
（仮称）三好地域 新屋、三好上、三好下、西一色、福田、東山、 

好住、中島、平池、上ヶ池 
（仮称）南地域 明知上、明知下、打越、山伏     
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（２） 地域別構想  
（仮称）三好丘地域  
① 地域の特性  三好ケ丘駅と黒笹駅が立地する交通利便性の高い地域です。地域内の多くで、土地区画整
理事業が行われ、閑静な住宅地が形成されています。生産年齢人口の割合が最も高く、三好

ケ丘駅近くには、東海学園大学が立地し、学生が継続して集まるなど若い世代が多くなって

います。その反面、今後、高齢化が急速に進行する地域でもあります。  
② 地域の将来像 

人々をひきつける交流のまち 三好丘地域  
③まちづくり構想 
■北の玄関口としての機能 
・駅周辺において、生活利便施設の集積など都市機能が充実したまち 
・駐車場や駐輪場が整備され、鉄道駅への利便性が高いまち 
・暮らしを支える生活機能が充実し、人々が交流する活気ある交通結節点機能が形成され

たまち  
■整備された良好な居住環境 
・良好な居住環境が維持され、子育てしやすい環境が整ったまち 
・駅を中心に高齢者が歩いて暮らしやすい生活圏の形成や居住空間の形成が図られたまち 
・彫刻が配置された、歩行者に快適な遊歩道があるまち  
■地域活動 
・地区拠点施設に地域住民が集まり、世代間交流や市民活動が活発なまち  
■大学との交流・連携 
・地域の交通安全や地域行事などの様々な場面で、東海学園大学との交流・連携が活発に

行われるまち  

   
【検討の背景】  

項目 人口動向、開発動向、地区まちづくり懇談会を踏まえての特筆事項 
地域の特性 【人口動向】 

・現状では生産年齢人口の割合が最も高い 
・今後、高齢化が急速に進行する見込みである  
【開発動向】 
・愛知大学跡地で住宅地開発が計画中である 
・三好ケ丘駅周辺魅力づくりの取組が進んでいる  

まちづくり構想 【地区まちづくり懇談会の意見】 
・南の方の地区のことは分からない。もっと交流する場を作ったらど

うか 
・アイモールに向かう公共交通を充実したい 
・駅周辺があまり変わっていない感じがする 
・三好ケ丘駅周辺の魅力を向上させたい 
・三好ケ丘駅前を活性化したい 
・サンライブのような学習の機会があるとよい 
・黒笹周辺に公共施設がない 
・駅前に駐車場や駐輪場が少ない       
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（仮称）北地域  
①地域の特性  多くの自然が残されている地域であるとともに、福谷城跡などの貴重な史跡が継承されて
います。東名三好インター周辺は土地区画整理事業によって工場や商業施設の立地と、住宅

地の形成が図られた地域です。  
②地域の将来像 

緑と史跡・文化を大切にするまち 北地域  
③まちづくり構想 
■交通結節点・整備された良好な居住環境 
・東名三好インター周辺などにおいて、付加価値の高い産業集積と住環境が整ったまち 
・駅に近い区域において、生活利便施設の集積など都市機能が充実したまち 
・土地区画整理事業や民間開発によって整備された良好な居住環境が維持されたまち  
■史跡・文化の活用 
・猿投古窯や福谷城跡などの歴史資源を守り、継承するまち 
・史跡などに身近に触れることができ、学べるまち  
■自然との調和 
・地域に残る里山や自然環境を大切に守り育てるまち 
・境川や砂後川、福谷公園を軸とした緑地を活用して散策やサイクリングを楽しめるまち  
■大学との交流・連携 
・地域の交通安全や地域行事などの様々な場面で、東海学園大学との交流・連携が活発に

行われるまち   

   
【検討の背景】  

項目 人口動向、開発動向、地区まちづくり懇談会を踏まえての特筆事項 
地域の特性 【開発動向】 

・東名三好インター周辺に工場や商業施設の立地が進展している 
【資源】 
・猿投古窯や福谷城跡などの歴史資源がある  

まちづくり構想 【地区まちづくり懇談会の意見】 
・東名三好ＩＣのトラックの路上駐車が増えている 
・猿投古窯や福谷城跡を生かした観光振興が必要ではないか 
・自然環境を生かしたまちづくり（文教地域、憩いの場、医療型老人

ホーム）を進めていきたい 
・守るべき優良農地をしっかり守ってほしい              
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（仮称）三好地域  
①地域の特性 
市役所や図書館学習交流プラザなどの公共施設や医療・福祉などの都市機能が集積すると

ともに、大型商業施設を中心とする商業機能が集まっており、都市機能が充実したまちを形

成しています。  
②地域の将来像 

「みよしの顔」となる機能的なまち 三好地域  
③まちづくり構想 
■「みよしの顔」にふさわしい都市中心拠点 
・公共施設や商業施設、医療・福祉機能、居住機能などが機能的に配置され、公共交通ネ

ットワークが整備されたまち 
・にぎわいと交流が盛んな「みよしの顔」にふさわしいまち 
・中心市街地や国道１５３号など幹線道路を生かした生活利便施設の立地やにぎわい空間

の形成が図られるまち  
■居住機能 
・文化的で快適な暮らしができる良好な住宅地が形成されたまち 
・多世代居住が可能なふるさと居住地が整備されたまち 
・多様な世代がふれあい、思いやりのあるまち  
■水と緑を活かした遊歩道のネットワーク 
・水と緑に恵まれた三好公園と保田ヶ池公園を拠点として、境川や前田緑道、三吉緑道を

軸とした散策やサイクリングを楽しめる安全で安心な水と緑のネットワークがあるまち  
■果樹産地 
・市の特産物である果樹栽培が盛んで、安定的でやりがいのある農業経営ができるまち 
・果樹園が整備され、人が集まり、交流が生まれるまち  
■産業基盤 
・工業、物流などの産業基盤が整った活力のあるまち  

   
【検討の背景】  

項目 人口動向、開発動向、地区まちづくり懇談会を踏まえての特筆事項 
地域の特性 【人口動向】 

・将来人口見込みによると他地区に先んじて２０２７年（平成３９年）

をピークに減少に転じる。  
【開発動向】 
・三好中部土地区画整理事業が行われている。 
・２０１６年（平成２８年）７月に図書館学習交流プラザ「サンライ

ブ」が開館した。  
まちづくり構想 【地区まちづくり懇談会の意見】 

・公共施設の充実を望む 
・高齢化の進行に伴い、免許返納後も生活できる交通基盤の整備が必

要である 
・北部と南部の交通利便性は全く異なる 
・アイモールが今後２０年先まで維持していけるか心配である 
・中心地に住居ばかりを整備しても地域の活性化につながらない 
・畑がなくなり宅地化が進んでいる 
・「緑豊かなまち」とはいえない 
・「水と緑に恵まれた三好公園を核として」とあるが、今後は保田ヶ

池公園も位置付ける必要がある 
・三好池の桜を有効活用してほしい 
・保有する農地をどうしていけばよいか 
・３０年後も農地を残していける方向性にしてほしい 
・美しい、きれいなまちにしてほしい（美化）  
【その他】 
・三好下地区において県営畑地帯総合土地改良事業により農地の整備

が行われた。営農環境の改善により、地域の営農の再生や市の特産

物である果樹生産の推進が期待される。   
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（仮称）南地域  
① 地域の特性 
既存集落と農地が広がる中にいくつかの大規模工場が立地しています。工場では、活発な

生産活動が行われ、多くの市民に就労の場を提供し、本市の財政基盤を支えています。また、

地域住民の団結力が高いなど、地域力が高いことが地域の特性となっています。  
②地域の将来像 

地域力を生かした元気なまち 南地域  
③まちづくり構想 
■ふるさと居住機能 
・既存集落との調和を図りながら、多世代居住が可能な「ふるさと居住地」が整備された

まち 
・全ての世代が共に助け合いながら、安心して住み続けられる地域力の高いまち  
■地域力 
・地域力の高さを生かし、コミュニティ活動が活発で、地域内の交流があるまち 
・市主催の産業フェスタなどのイベントが行われ、地域内外の交流があるまち  
■優良農地の保全・地産地消 
・優良農地の集約化を図り、地域の特徴を生かした果実（かき・なし・ぶどう）や野菜、

花などの農産物の高品質化を進め、やりがいのある農業経営ができるまち 
・周辺農家が作った野菜、果実、花を販売し、地産地消が図られるまち  
■自然との調和 
・細口公園や茶屋川を生かして、散歩やサイクリングを楽しめる安全で安心な水と緑の 
ネットワークがあるまち  
■産業基盤 
・基幹産業である自動車関連産業を中心に、産業の一層の高度化・付加価値化が図られる

まち  

   
【検討の背景】  

項目 人口動向、開発動向、地区まちづくり懇談会を踏まえての特筆事項 
地域の特性 【地区まちづくり懇談会】 

・工場が多くそこへの通勤の便は良い 
【その他】 
・市や地域の行事に対する取組が盛んで、地域の団結力や結束力が高

い  
まちづくり構想 【地区まちづくり懇談会の意見】 

・歩いて暮らせるまちづくり（病院、飲食店などが近くにない）を進

めてほしい 
・北部と南部の交通利便性は全く異なる 
・人口増加を願う 
・市街化調整区域を市街化区域（住居系地域）に変更してほしい 
・高齢化による農業の後継者不足が懸念される 
・工業の振興に伴う農業の衰退が懸念される 
・農地をつぶさないでほしい 
・現行の地区別構想において、「新たな生産物流機能の整備されたま

ち」とは具体的にどのようなことか 
・現行の地区別構想において、「茶屋川を軸とした緑のネットワーク

の形成」について具体的な構想はあるのか。ビオトープにしないと

だめではないか。     



                         

 

みよし市民憲章  
わたしたちは、恵まれた自然と郷土を愛し、自らの手で、

ここをいっそう生きがいのある住みよいまちにするために、

この憲章を定めます。  
１ あふれるばかりの緑と花を育て 川をきれいにし 
うるおいのある美しいまちにしましょう 

１ しあわせな家庭をつくり スポーツに親しみ 
青少年の伸びるまちにしましょう 

１ 教養をたかめ 知性をみがき かおり高い 
文化のまちにしましょう 

１ 誇りと創意をもって仕事に励み 調和のとれた 
豊かなまちにしましょう 

１ 進んできまりを守り 互いに信じあえる 
明るいまちにしましょう 


