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瑞浪市総合計画審議会

市民参画

市長の諮問に応じ、瑞浪市総合計画の策定に関する必要
な事項について調査及び審議するため、24名からなる審
議会を設け、計7回の審議会を開催し、審議を行いました。

みずなみ市民ワークショップ（H24）
市民の皆さんの意見を計画に反映させるため、市内8地域にお
いて、ワークショップを開催しました。ワークショップには、総勢
102名が参加し、地域の将来像などについて話し合いました。

地域懇談会～市長と語る会～（H24・H25）
市に対する意見や要望、総合計画への意見について、市民の皆
さんと意見交換を行うため、地域懇談会を開催しました。地域
懇談会は、市内10地域
に加え、市内の高校・大
学、各種団体とも開催し
ました。

開催回数
H24・・・・・15回
H25・・・・・18回

市民アンケート（H24・H25）
市民の皆さんの市に対する意見や
要望、まちづくりに対する評価を把
握することを目的に平成24年度に1
回目の調査を、また、まちづくりの進
み具合を数値で測るための「指標」
を把握することを目的に平成25年
度に2回目の調査を実施しました。

学生アンケート・児童作文・
転入転出者アンケート（H24・H25）
将来の瑞浪市を担う若い世代の意見を把握し、計画づくりに役
立てるため、市内の高校・大学に通う学生を対象にしたアン
ケート調査や、瑞浪商工会議所により、市内小学校の6年生を
対象に「瑞浪市を素敵な美しい夢のあるまちにしたい」とのタ
イトルで作文の募集を行いました。
また、転入者や転出者に対し、転出入の理由などを伺うアン
ケート調査を実施しました。

  開 催 日 主な議題

第 1 回 平成24年  6月18日 ・ 策定方針について

第 2 回 平成24年  8月31日 ・ 基礎調査の中間報告

第 3 回 平成24年11月26日 ・ 基本構想について

第 4 回 平成25年  2月18日 ・ 基本構想について

第 5 回 平成25年  7月30日
 ・ 基本構想について

  ・ 基本計画について

第 6 回 平成25年10月16日
 ・ 基本構想について

  ・ 基本計画について

第 7 回 平成26年  2月17日 ・ 基本計画について



　瑞浪市には豊かな自然や地域で守り伝えてきた歴史や文化に加え、これまでに推進して
きた未給水地域の解消事業や市街地整備等による優良な住環境、そして充実した教育環境
など、豊かな暮らしを営むための大きな魅力があります。また、市内８地域において設立
されたまちづくり推進組織による積極的なまちづくり活動により、市民や企業においても、
まちづくりや地域づくりへの関心や参画の意識が拡大してきており、今後の協働によるま
ちづくりの大きな原動力として期待されています。
　こうした魅力を活かし、安心して子育てができる環境、高齢者がいきいきと生活できる
環境を整え、快適な生活ができる社会を実現することで、市民一人ひとりが瑞浪市民であ
ることに誇りを持ち、幸せな暮らしを実感できるまちを目指します。
　さらに、市民と行政の協働により、瑞浪市が魅力あるまちとして成長し続けていくこと
ができるまちを目指し、将来都市像を「幸せ実感都市 みずなみ ～共に暮らし　共に育ち
共に創る～」と定めます。

幸せ実感都市
みずなみ

～ 共に暮らし 共に育ち 共に創る ～

総合計画とは
　総合計画とは、自治体運営の基本的な
指針となる最上位の計画であり、将来都
市像を具現化するためのまちづくりの方
針を示すものです。

計画の役割
●市の最上位計画であり瑞浪市政の方向
性を示す “まちづくりの道標”
●市民と行政が協働してまちづくりを
行っていくための“協働の手引書”
●計画的なまちづくりの達成状況を測り
事業を推し進める“進行管理と推進力”

計画の構成と期間

基本構想  瑞浪市がめざすべき将来像を示します。

基本計画  将来像を実現するための施策を示します。

実施計画  施策を具現化する事業を示します。

まちづくり指標
　将来都市像が実現された姿を示すものとして、まちづくりの基本となる３つの
指標を設定します。

平成 26 年度 平成 31 年度 平成 35 年度

10年間（5年を目途に見直します）
毎年、3 年間の実施
計画を策定します。

10年間

37,700

44,000

42,000

40,000

38,000

36,000

34,000

32,000

人口の推移

＊国勢調査による人口を基礎データとして、コーホート要因法により算出。
H7 H12 H17 H22 H26 H30 H35

40,000

40,387

42,06542,298

42,003

35,900

40,000 国勢調査人口

推計人口

目標人口

̶
̶
̶

実績 推計

6th Mizunami Comprehensive Plan 6th Mizunami Comprehensive Plan

第６次  瑞浪市総合計画  概要版1 第６次  瑞浪市総合計画  概要版 2

住みよさ指標
瑞浪市は住みよいところ
だと感じる市民

定住指標
今後も瑞浪市に住み続け
たいと考える市民

市政満足度指標
瑞浪市の現状について
不満と感じていない市民

平成 35 年度

 77％

 91％

 92％

 
⇒

⇒

⇒

将来都市像 人口の目標

 平成 35 年 40,000 人

平成 25 年度

70.1%

83.0% 

83.4% 
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まちづくりの基本方針
　瑞浪市が目指す将来都市像「幸せ実感都市 みずなみ ～共に暮らし　共に育ち
共に創る～」の実現に向け、各分野で取り組むまちづくりの基本的な方向性を示す
6つの基本方針を掲げ、総合的、計画的なまちづくりを展開します。

6th Mizunami Comprehensive Plan 6th Mizunami Comprehensive Plan

基本方針 1 みんなで支え合い健やかに暮らせるまち　～健康福祉～
　健康の増進、高齢者福祉、児童福祉、障がい者福祉の充実を図
ることで健やかな心と身体を育み、地域住民が共に支え合いなが
ら安心して暮らしていけるまちづくりを進めます。

１ 地域福祉・社会保障 ２ 健康医療
３ 子育て支援 ４ 障がい者福祉
５ 高齢者福祉・介護

基本方針 2 安全・安心で人と地球にやさしいまち　～生活環境～
　安全・安心な生活を続けるため、自助・共助・公助の連携によ
る防災防犯体制の強化及び持続可能な公共交通の構築を進めると
ともに、環境問題や省エネルギー・新エネルギーへの取り組みを
強化し、人と地球にやさしいまちづくりを進めます。

１ 循環型社会 ２ 環境保全・エネルギー
３ 公共交通 ４ 消防・防災
５ 防犯・交通安全 ６ 市民生活

基本方針 3 自然と調和した快適で暮らしやすいまち　～都市基盤～
　道路や公園、上下水道などの都市機能を充実させるとともに、
歴史的資産や自然環境と調和した美しいまちなみの維持と向上を
図り、だれもが快適で暮らしやすいまちづくりを進めます。

１ 道路・河川 ２ まちなみ
３ 住環境 ４ 上下水道

基本方針 4 まちの魅力を活かした活力あるまち　～産業経済～
　農産物等直売所や市内産業の振興を図る施設をまちの活力を高
める拠点として活用し、農林業、畜産業・商工業などの産業と、
自然や文化、歴史といった地域資源を活かした観光を連携させて、
活力あるまちづくりを進めます。

１ 農林業 ２ 畜産業 ３ 商業
４ 工業 ５ 観光

基本方針 5 いきいきと学び心豊かに暮らせるまち　～教育文化～
　確かな学力を育む学校教育の充実を図るとともに、だれもが気
軽に学ぶことのできる機会、スポーツや芸術を楽しむ機会、地域
の歴史や伝統文化を理解し親しむ機会を創出し、毎日の生活を豊
かにするまちづくりを進めます。

１ 就学前教育・学校教育 ２ 社会教育
３ 生涯スポーツ ４ 文化・芸術・文化財

基本方針 6 市民と行政で創造する夢のあるまち　～新たなまちづくり～
　安心して暮らし続けられる魅力あるまちの実現に向けて、市民
の積極的な市政への参画や情報共有、行政改革等を推進すること
により、市民と行政の信頼関係を深め、共に考え、共に行動する
まちづくりを進めます。

１ 協働のまちづくり ２ 情報共有
３ 行財政運営 ４ 人権尊重社会
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まちづくりの重点方針

　全国的に人口の減少が見込まれるなか、まちの活性化や地域コミュニティ
の維持など、瑞浪市にとっても、人口問題が大きな課題となっています。こ
の人口問題の解決に向け、数ある自治体のなかから選ばれるまちとなるよう
に、本市の魅力に磨きをかけ、快適で暮らしやすいまちづくりを行うことが
必要です。
　第 6 次瑞浪市総合計画では、「３プラス１」の重点方針を掲げ、まちづく
りの基本方針を踏まえたうえで、人口問題の解決、そして将来都市像の実現
に向けて、分野の垣根を越えて全市的かつ戦略的に取り組んでいきます。

6th Mizunami Comprehensive Plan 6th Mizunami Comprehensive Plan

魅力的な暮らしを創造する
～だれもが魅力を感じ、暮らしていただくきっかけづくりのために～

『暮らし始めるなら瑞浪で』
と思われるような、移住・定住を支援する制度づくりを進めます。

『子どもを産み育てるなら瑞浪で』
と思われるような、多様で充実した子育て支援施策と、安心して
子育てできる環境づくりを進めます。

『やりがいをもって働くなら瑞浪で』
と思われるような、地場産業等の活性化、新規事業創出、農業の
６次産業化などバランスの取れた産業振興を進めます。

快適な暮らしを実感する
～だれもが快適に暮らし、安心して子どもを育んでいくために～

『満ち足りた暮らしをするなら瑞浪で』
と思われるような、地域の特色を活かした住環境の整備と生涯
学習環境の充実を進めます。

『安心して暮らすなら瑞浪で』
と思われるような、充実した地域コミュニティとの協働による
防災・減災体制づくりと防犯対策の強化を進めます。

重点方針１

元気な暮らしを応援する
～高齢になっても、元気に暮らし続けられるために～

『生きがいをもって暮らすなら瑞浪で』
と思われるような、高齢者などの暮らしの相談体制の充実や
権利擁護、生活環境改善、介護予防などの支援を継続して進めます。

『気軽に出かけられる暮らしをするなら瑞浪で』
と思われるような、持続可能な公共交通システムの確立や移動
しやすいまちの整備を進めます。

重点方針３

重点方針２

協働の夢づくり
～地域のつながりで、夢のあるまちづくり～
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『誰もがいきいき、まちづくりのまち』
を目指して、まちづくり活動の支援体制を充実します。
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瑞浪市総合計画審議会

市民参画

市長の諮問に応じ、瑞浪市総合計画の策定に関する必要
な事項について調査及び審議するため、24名からなる審
議会を設け、計7回の審議会を開催し、審議を行いました。

みずなみ市民ワークショップ（H24）
市民の皆さんの意見を計画に反映させるため、市内8地域にお
いて、ワークショップを開催しました。ワークショップには、総勢
102名が参加し、地域の将来像などについて話し合いました。

地域懇談会～市長と語る会～（H24・H25）
市に対する意見や要望、総合計画への意見について、市民の皆
さんと意見交換を行うため、地域懇談会を開催しました。地域
懇談会は、市内10地域
に加え、市内の高校・大
学、各種団体とも開催し
ました。

開催回数
H24・・・・・15回
H25・・・・・18回

市民アンケート（H24・H25）
市民の皆さんの市に対する意見や
要望、まちづくりに対する評価を把
握することを目的に平成24年度に1
回目の調査を、また、まちづくりの進
み具合を数値で測るための「指標」
を把握することを目的に平成25年
度に2回目の調査を実施しました。

学生アンケート・児童作文・
転入転出者アンケート（H24・H25）
将来の瑞浪市を担う若い世代の意見を把握し、計画づくりに役
立てるため、市内の高校・大学に通う学生を対象にしたアン
ケート調査や、瑞浪商工会議所により、市内小学校の6年生を
対象に「瑞浪市を素敵な美しい夢のあるまちにしたい」とのタ
イトルで作文の募集を行いました。
また、転入者や転出者に対し、転出入の理由などを伺うアン
ケート調査を実施しました。

  開 催 日 主な議題

第 1 回 平成24年  6月18日 ・ 策定方針について

第 2 回 平成24年  8月31日 ・ 基礎調査の中間報告

第 3 回 平成24年11月26日 ・ 基本構想について

第 4 回 平成25年  2月18日 ・ 基本構想について

第 5 回 平成25年  7月30日
 ・ 基本構想について

  ・ 基本計画について

第 6 回 平成25年10月16日
 ・ 基本構想について

  ・ 基本計画について

第 7 回 平成26年  2月17日 ・ 基本計画について


