
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中 期 事 業 計 画 書
平成 28 年度〜平成 31 年度 

平成 27 年 11 月 

瀬 ⼾ 市 
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１ 中期事業計画の位置付け 

 

瀬⼾市では、これまで過去半世紀余りにわたり、一定の基準年から 10年先を⾒据えたまちづくりの指針である“総合計

画”を策定し、そこに掲げた未来の実現に向けた様々な政策を展開してきました。 

 

現在、平成 29 年度から計画期間が始まる新たな総合計画である第６次総合計画を⽴案していますが、未来の多様化・

複雑化する社会的なニーズや課題へ対応していくために、これまでのハード施策とソフト施策を個別に評価し継続して

いく手法から、これらの相乗効果を生み出していく手法へと転換するという新たな考え方による議論を重ねています。 

 

この度公表する『中期事業計画』は、平成 29 年度からの第 6 次総合計画に先駆けて、現時点において、瀬⼾市の未来

に向けて必要と考えられるハード施策とソフト施策とを融合させた“都市戦略プラン”と位置付け、新たな“まちづくりの

バイブル”ともいえる第 6 次総合計画のパイロットプランとして、平成 28年度から実⾏していきます。 
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２ 中期事業計画の目指すもの 

 

現在の瀬⼾市は、他の多くの自治体と同様、高齢化・少子化による社会負担の増加や労働人口の減少といった問題に直

面すると同時に、まちの活⼒の基盤であり、⾏財政の基礎でもある地域経済をいかに活性化するか、それをまちづくり

や都市機能の再構築にいかにつなげていくのか、といった課題を抱えています。 

 

中期事業計画は、本市のアイデンティティである“やきもの”をまち全体の振興や新産業の創出に活かし、新たなシティ

プロモーション “せとまちブランディング”を展開することによって、そのような課題に対処することを目指すものであ

り、様々な施策の連鎖を生み出すための『重点政策』を掲げ、これらの確実な実⾏によって、第 6 次総合計画のパイロ

ットプランとしての役割を果たします。 

 

 

取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの    
拡大拡大拡大拡大    

体制整備体制整備体制整備体制整備やややや    

制度設計制度設計制度設計制度設計    

新新新新たなたなたなたな政策政策政策政策    
へのへのへのへの展望展望展望展望    

第第第第６６６６次総合計画次総合計画次総合計画次総合計画へとへとへとへと    
つながるつながるつながるつながる施策施策施策施策のののの連鎖連鎖連鎖連鎖    

瀬戸市瀬戸市瀬戸市瀬戸市のののの    

抱抱抱抱えるえるえるえる課題課題課題課題    

計画立案計画立案計画立案計画立案    

        などなどなどなど    

瀬戸市瀬戸市瀬戸市瀬戸市    

のののの未来未来未来未来    
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３ 中期事業計画の内容 

 

中期事業計画の内容は、本市の未来に向けて必要と考えられるハードとソフトの施策を融合させた、新たな『都市戦略

プラン』としての視点から、施策展開の方向性や実施時期、予算規模などを体系的に示すものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  どんな施策を展開していくのか？ 

  その施策を、いつ実⾏するのか？ 

  その施策に、いくら投資するのか？ 

  その施策を実⾏することの効果は、瀬⼾市の未来に何をもたらすのか？ 

を体系的に⽰す『都市戦略プラン』 
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４ 中期事業計画の対象 

 

中期事業計画では、すべての事務事業を対象とした歳入歳出計画を策定することに加えて、第６次総合計画のパイロッ

トプランとして、施策を未来へとつなげていくプロセスを明らかにし、これまで進めてきた主要施策の『何を変えるの

か？』と、重点政策として新たに『何を始めるのか？』を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

未来につながる社会の実現 
とプロセスの“見える化” 

 何何何何をををを始始始始めるのかめるのかめるのかめるのか？？？？     何何何何をををを変変変変えるのかえるのかえるのかえるのか？？？？    

法令法令法令法令    

規範規範規範規範・モラル・モラル・モラル・モラル    

政策政策政策政策    

事業事業事業事業    

経常経常経常経常    

事業事業事業事業    
革新革新革新革新    改革改革改革改革    

イノベーションイノベーションイノベーションイノベーション    カイゼンカイゼンカイゼンカイゼン    

新新新新たなたなたなたな挑戦挑戦挑戦挑戦のののの領域領域領域領域    やりやりやりやり方方方方をををを変変変変えるえるえるえる領域領域領域領域    
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５ 中期事業計画の財政計画 

 

中期事業計画における財政計画では、市税をはじめとする⾃主財源を主体としつつ、現時点で⾒込むことの可能な特定

財源をもとに歳⼊計画を⽴てています。歳出計画においては、既存の事業を法令や従前の計画等に基づく経常事業と、

政策的な判断によって今後の実施を議論していく政策事業とに分類して計上するとともに、公共施設のメンテナンス等

をはじめとする公共施設等総合管理計画(ファシリティマネジメント計画＝FM 計画)※に基づいて実施する事業に必要な

経費を⾒込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

※公共施設等総合管理計画は、平成２８年度に策定する予定です。 

ＦＭＦＭＦＭＦＭ計画計画計画計画    
のののの実行実行実行実行    

新財政規律新財政規律新財政規律新財政規律    
のののの堅持堅持堅持堅持    

政策事業政策事業政策事業政策事業    経常経常経常経常事業事業事業事業    歳 出 計 画歳 出 計 画歳 出 計 画歳 出 計 画

歳入計画歳入計画歳入計画歳入計画    

ＰＦＩ 

市債 

交付金 基金 

その他 

交付税 

譲与税 

市税 

効率性効率性効率性効率性のののの追求追求追求追求    

カイゼンのカイゼンのカイゼンのカイゼンの実行実行実行実行    

目標達成目標達成目標達成目標達成のののの追求追求追求追求    

費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果のののの検証検証検証検証    
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６ 中期事業計画の重点政策 

 

中期事業計画では、現在の社会的課題の解決に向けた事業や将来を展望する事業、都市機能を持続するための事業のう

ち、第６次総合計画に向けたパイロット事業として、特に必要と考えられる先⾏的な重点政策を実施することとしてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４４４４．．．．市民市民市民市民がががが生生生生きききき生生生生きときときときと    

        暮暮暮暮らせるまちづくりらせるまちづくりらせるまちづくりらせるまちづくり    

５５５５．．．．NPONPONPONPO やややや市民活動団体市民活動団体市民活動団体市民活動団体    

        とのとのとのとの協業協業協業協業プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト    

２２２２．．．．    ““““やきものやきものやきものやきもの””””    
            によるによるによるによる活性化活性化活性化活性化    

１１１１．．．．    新新新新たなたなたなたな    
            産業活性化産業活性化産業活性化産業活性化    

３３３３．．．．    都市都市都市都市のののの営営営営みにみにみにみに    

    必要必要必要必要なインフラなインフラなインフラなインフラ整備整備整備整備    
６６６６．．．．        市役所改革市役所改革市役所改革市役所改革    
            プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト    

未来未来未来未来につながるにつながるにつながるにつながる    
        社会社会社会社会のののの実現実現実現実現    
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１．新たな産業活性化⑴ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すべての産業分野を対象とした積極的な産業振興に取り組むため、未来の瀬戸
市の産業政策としての目指す姿を展望し、その実現に向けた具体的な取り組み
をアクションプランとして整理し、実践します。 

地場産業の振興を図るにあたっての視点を“瀬戸のやきもの文化 ＝ 希少価
値・高付加価値”という視点へと転換し、やきものが基盤産業の一つとして存
続する道筋をつけるための実践的な取り組みを推進します。 

新たな基盤産業としてのソフトウエア産業の育成を位置付け、企業への個別訪
問等によって、民間企業や地域金融機関と連携した具体的な活動や、人材バン
ク設立等の事業を展開していきます。 

全ての産業分野を対象として、生産～流通～販売を一貫した地域ビジネスモデ
ルの構築を目指します。 

プロジェクトチーム設置当初の目的であった「瀬戸市アグリカルチャー・地域
ビジネスモデルアクションプラン」に掲げる具体的事業を着実に実施します。 

①新たな産業振興に向けた計画の推進 

新たな産業の育成や誘致、企業活動における海外展開、販路開拓に対する⽀援を⾏い、瀬⼾市の未来を⽀える柱となる

基盤産業を拡⼤することにより、経済活動が雇⽤へと連鎖していく“瀬⼾市独⾃の地域モデル”を構築します。 

②地場産業振興ビジョンの進化 

③新たな基盤産業としてのソフトウエ

ア産業の育成・誘致 

④全産業分野における生産～流通～販

売を一貫したビジネスモデルの推進 

⑤アグリカルチャー推進体制の見直し

と推進事業の強化 
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１．新たな産業活性化⑴ 

【取り組みごとの事業及び事業費】 

 

【【【【新新新新たにたにたにたに始始始始めるめるめるめる取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】     

項目 担当部 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

アクションプランの整理と実践 交流活力部 93,000 千円※１ 

 

 

【【【【新新新新たにたにたにたに始始始始めるめるめるめる取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】     

項目 担当部 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

地場産業振興ビジョンの進化 交流活力部 92,000 千円※２ 

 

 

【【【【関連関連関連関連するするするする既存事業既存事業既存事業既存事業（（（（新新新新たなたなたなたな方向性方向性方向性方向性をををを目指目指目指目指すすすす取取取取りりりり組組組組みみみみ）】）】）】）】     

事業名 担当課 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

産業振興(陶都瀬戸躍進会議負担金) 
産 業 課 

73,040 千円 

産業振興(その他) 36,521 千円 

文化財保護普及 
文 化 課 

9,604 千円 

陶芸文化団体補助金 600 千円 

 

 

①新たな産業振興に向けた計画の推進 

②地場産業振興ビジョンの進化 
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１．新たな産業活性化⑴ 

 

【【【【新新新新たにたにたにたに始始始始めるめるめるめる取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】     

項目 担当部 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

立地可能性調査 

交流活力部 92,000 千円※３ 人材バンクの構築 

個別企業訪問 

 

 

【【【【関連関連関連関連するするするする既存事業既存事業既存事業既存事業（（（（新新新新たなたなたなたな方向性方向性方向性方向性をををを目指目指目指目指すすすす取取取取りりりり組組組組みみみみ）】）】）】）】     

事業名 担当課 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

次世代クリエーター育成 情 報 課 20,000 千円 

 

【【【【新新新新たにたにたにたに始始始始めるめるめるめる取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】     

項目 担当部 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

生産～流通～販売を一貫した地域ビジネスモデルの構築 交流活力部 93,000 千円※４ 

 

 

【【【【関連関連関連関連するするするする既存事業既存事業既存事業既存事業（（（（新新新新たなたなたなたな方向性方向性方向性方向性をををを目指目指目指目指すすすす取取取取りりりり組組組組みみみみ）】）】）】）】     

事業名 担当課 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

産業振興(陶都瀬戸躍進会議負担金)【再掲】 

産 業 課 

73,040 千円 

企業誘致促進 642 千円 

企業立地促進奨励金 403,378 千円 

市内企業再投資促進補助金 756,700 千円 

③新たな基盤産業としてのソフトウエア産業の育成・誘致 

④全産業分野における生産～流通～販売を一貫したビジネスモデルの推進 
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１．新たな産業活性化⑴ 

 

【【【【新新新新たにたにたにたに始始始始めるめるめるめる取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】     

項目 担当部 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

ビジネスモデルの再構築 

交流活力部 93,000 千円※５ 
学校給食への農産物供給プラン 

農産物の販路拡大策 

耕作放棄地への企業参入モデル構築 

 

 

【【【【関連関連関連関連するするするする既存事業既存事業既存事業既存事業（（（（新新新新たなたなたなたな方向性方向性方向性方向性をををを目指目指目指目指すすすす取取取取りりりり組組組組みみみみ）】）】）】）】     

事業名 担当課 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

道の駅管理運営 アグリカルチ 

ャー推進ＰＴ 

73,354 千円 

遊休農地等活用対策（農業担い手育成） 24,000 千円 
 

 

※１～５までの金額のうち、90,000 千円は各項目での事業費を合せた金額を計上しています。 

 

 

 

⑤アグリカルチャー推進体制の見直しと推進事業の強化 
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１．新たな産業活性化⑵ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内に拠点を置く全ての産業分野を対象としたビジネスマッチングの場や販路
拡大の機会創出に取り組み、地域金融機関と連携した企業支援を進めます。 

次の内容を実現できるよう、既存の大学コンソーシアム等との連携のあり方を
見直します。 
  ア 行政や民間企業に対するシンクタンク機能の提供 
  イ 事業承継者の大学入学優先プログラムの瀬戸市枠の確保 
また、地域大学の施設活用を視野に入れつつ、地域連携の深化に向けて、地域
のニーズを具現化するための調整を行っていきます。 

 

中小・小規模企業の事業継続における課題を解決するため、地域金融機関と締
結した「地域連携包括協定」を活用し、リレーションシップバンキングによる
中小企業再生ファンドの創設や技術承継のためのＭ＆Ａ実現の支援など、具体
的な取り組みを検討・実施していきます。 
また、創業時における資金調達や顧客確保などの支援について、地域金融機関
や商工会議所と連携し、取り組みを進めます。 

地域の経済活性化に向けて、新しいビジネスモデル創出や⺠間資本・⾦融・既存の知的財産の活⽤など、新しい⼿法に

よる産業振興を展開していきます。 

①ビジネスマッチングと販路拡大の機

会創出 

②地域大学との連携 

③事業継続と創業の支援 
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１．新たな産業活性化⑵ 

【取り組みごとの事業及び事業費】 

 

【【【【新新新新たにたにたにたに始始始始めるめるめるめる取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】     

項目 担当部 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

海外展開セミナー実施 
交流活力部 33,000 千円※１ 

企業訪問による市内企業マッチング 

 

 

【【【【関連関連関連関連するするするする既存事業既存事業既存事業既存事業（（（（新新新新たなたなたなたな方向性方向性方向性方向性をををを目指目指目指目指すすすす取取取取りりりり組組組組みみみみ）】）】）】）】     

事業名 担当課 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

新規ビジネスモデル構築支援 産 業 課 6,000 千円 

国際交流推進 交流学び課 15,153 千円 
 

 

【【【【新新新新たにたにたにたに始始始始めるめるめるめる取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】     

項目 担当部 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

事業承継者の大学入学優先プログラム 
交流活力部 30,000 千円※２ 

シンクタンク機能の連携強化（個別協定等の締結） 

 

 

【【【【関連関連関連関連するするするする既存事業既存事業既存事業既存事業（（（（新新新新たなたなたなたな方向性方向性方向性方向性をををを目指目指目指目指すすすす取取取取りりりり組組組組みみみみ）】）】）】）】     

事業名 担当課 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

大学コンソーシアムせと負担金 交流学び課 13,752 千円 

①ビジネスマッチングと販路拡大の機会創出 

②地域大学との連携 
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１．新たな産業活性化⑵ 

 

【【【【新新新新たにたにたにたに始始始始めるめるめるめる取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】     

項目 担当部 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

中小・小規模企業の事業継続支援 
交流活力部 33,000 千円※３ 

包括的な創業支援 

 

 

【【【【関連関連関連関連するするするする既存事業既存事業既存事業既存事業（（（（新新新新たなたなたなたな方向性方向性方向性方向性をををを目指目指目指目指すすすす取取取取りりりり組組組組みみみみ）】）】）】）】     

事業名 担当課 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

産業振興(陶都瀬戸躍進会議負担金)【再掲】 

産 業 課 

73,040 千円 

信用保証料補助金 92,000 千円 

経営安定特別資金預託金 144,000 千円 

中小企業者事業資金利子補給補助金 5,200 千円 

小規模企業等振興資金預託金 184,000 千円 

中小企業退職金共済加入促進補助金 2,400 千円 

商工組合中央金庫預託金 24,000 千円 

瀬戸サイト跡地活用 10,774 千円 

産業振興(陶都瀬戸躍進会議負担金(せと・しごと塾))【再掲】  4,400 千円 

男女共同参画推進(女性セミナー実施啓発 等) 
交流学び課 

8,229 千円 

せと市民活動応援補助金等 - 

 

 

※１～３までの金額のうち、30,000 千円は各項目での事業費を合せた金額を計上しています。 

③事業継続と創業の支援 
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２．瀬⼾市の固有資産である“やきもの”による活性化 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「歴史文化基本構想」の策定と、「日本遺産」の認定を契機として、せと・まる
っとミュージアムの新たな展開と具体的な取り組みを進めていきます。 

せと・まるっとミュージアムの取り組みを進化させ、埋蔵文化財や史跡のみに
とらわれない、産業・観光・文化・交流・まちづくり等をつなぐストーリーを
もった“せとまちブランディング”としての位置付けや展開を図っていきます。 

せと・まるっとミュージアムの新たな展開に向けて、推進体制の見直しを行い
ます。 

瀬⼾市の歴史・伝統に培われた固有の資産を活かし、産業・観光・⽂化・交流・まちづくり等の地域の活性化やまち

全体のブランド化につなげるためのムーブメントとして、「せと・まるっとミュージアム」を進化させます。 

①せと・まるっとミュージアムの新た

な展開と取り組み 

②せとまちブランディングの推進 

③せと・まるっとミュージアムの推進

体制の見直し 
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２．瀬⼾市の固有資産である“やきもの”による活性化 

【取り組みごとの事業及び事業費】 

 

【【【【新新新新たにたにたにたに始始始始めるめるめるめる取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】     

項目 担当部 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

歴史文化基本構想策定 交流活力部 34,576 千円※１ 

 

 

【【【【関連関連関連関連するするするする既存事業既存事業既存事業既存事業（（（（新新新新たなたなたなたな方向性方向性方向性方向性をををを目指目指目指目指すすすす取取取取りりりり組組組組みみみみ）】）】）】）】     

事業名 担当課 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

まるっとミュージアム推進 
ま る っ と 

ミュージアム課 

134,000 千円 

まるっとミュージアム地域情報発信 6,040 千円 

まるっとミュージアム市民参加促進 652 千円 

瀬戸市文化振興財団補助金 文 化 課 399,200 千円 
 

 

 

 

 

 

①せと・まるっとミュージアムの新たな展開と取り組み 
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２．瀬⼾市の固有資産である“やきもの”による活性化 

 

【【【【新新新新たにたにたにたに始始始始めるめるめるめる取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】     

項目 担当部 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

陶都瀬戸再発見(日本遺産認定) 
交流活力部 34,220 千円※２ 

せとまちブランディングの戦略策定 

 

 

【【【【関連関連関連関連するするするする既存事業既存事業既存事業既存事業（（（（新新新新たなたなたなたな方向性方向性方向性方向性をををを目指目指目指目指すすすす取取取取りりりり組組組組みみみみ）】）】）】）】     

事業名 担当課 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

産業振興(瀬戸デザインプロデュースセンター)【再掲】  
産 業 課 

20,000 千円 

産業振興(瀬戸焼ブランド発表会)【再掲】 10,000 千円 

陶祖まつり協賛 ま る っ と 

ミュージアム課 

5,200 千円 

せともの祭協賛 52,396 千円 

市民祭 交流学び課 20,000 千円 

陶芸文化団体補助金【再掲】 
文 化 課 

600 千円 

陶都瀬戸再発見 920 千円 

景観形成助成金 都市計画課 8,000 千円 

陶の路整備 建 設 課 104,500 千円 
 

 

 

 

②せとまちブランディングの推進 
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２．瀬⼾市の固有資産である“やきもの”による活性化 

 

【【【【新新新新たにたにたにたに始始始始めるめるめるめる取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】     

項目 担当部 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

組織の再構築 交流活力部 - 

 

 

【【【【関連関連関連関連するするするする既存事業既存事業既存事業既存事業（（（（新新新新たなたなたなたな方向性方向性方向性方向性をををを目指目指目指目指すすすす取取取取りりりり組組組組みみみみ）】）】）】）】     

事業名 担当課 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

まるっとミュージアム推進【再掲】 
ま る っ と 

ミュージアム課 

134,000 千円 

まるっとミュージアム地域情報発信【再掲】 6,040 千円 

まるっとミュージアム市民参加促進【再掲】 652 千円 

 

 

※１・２の金額のうち、30,000 千円は各項目での事業費を合せた金額を計上しています。 

 

 

 

 

 

③せと・まるっとミュージアムの推進体制の見直し 
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３．持続的な都市の営みに必要なインフラ整備⑴ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中心市街地の機能集約と既存生活拠点との連携を推進するため、都市計画マス
タープランの改定や立地適正化計画の策定に取り組みます。 
また、都市機能の拠点となる新瀬戸駅・瀬戸市駅、水野駅、中水野駅周辺の整
備を推進します。 

空き家等を活用して、定住人口の増加を図り、子育て世帯等の流入を促進する
制度や交流と賑わいを創出する宿泊施設や飲食店、工房等への転用を促進する
制度を整備します。 
また、空き家等の適正管理を促進するための相談窓口を設置するとともに、所
有者と利用者をつなぐ空き家バンクの整備や空き家を再生するコーディネータ
ーの設置、地域金融機関との連携による金利優遇等の施策を展開します。 

持続可能なまちづくりを進めるため、中⼼市街地や拠点となる地区に、商業、医療、福祉等の都市機能を集積すると

ともに、機能が集約した中⼼市街地と既存⽣活拠点が連携するために必要な公共交通や関連する道路等のネットワー

クを形成することを目標に、計画的なインフラの再構築を推進します。 

①中心市街地の機能集約と既存生活拠

点との連携 

②空き家の利活用と適正管理の促進 
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３．持続的な都市の営みに必要なインフラ整備⑴ 

【取り組みごとの事業及び事業費】 

 

【【【【新新新新たにたにたにたに始始始始めるめるめるめる取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】     

項目 担当部 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

立地適正化計画策定 

都市整備部 

10,000 千円 

新たなまちづくり事業（中水野） 54,500 千円 

中水野駅バリアフリー化 69,000 千円 

水野駅北口整備 270,000 千円 

交通結節点整備（新瀬戸駅・瀬戸市駅北口） 160,000 千円 

追分線整備 15,500 千円 
 

【【【【関連関連関連関連するするするする既存事業既存事業既存事業既存事業（（（（新新新新たなたなたなたな方向性方向性方向性方向性をををを目指目指目指目指すすすす取取取取りりりり組組組組みみみみ）】）】）】）】     

事業名 担当課 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

都市計画等策定(都市計画マスタープラン改定等) 都市計画課 40,583 千円 

陣屋線整備 

建 設 課 

51,674 千円 

山口駅エレベーター設置 238,100 千円 

瀬戸川文化プロムナード市街地整備 338,379 千円 
 

 

 

 

①中心市街地の機能集約と既存生活拠点との連携 
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３．持続的な都市の営みに必要なインフラ整備⑴ 

 

【【【【新新新新たにたにたにたに始始始始めるめるめるめる取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】     

項目 担当部 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

子育て世帯等ムーブイン助成 

都市整備部 

交流活力部 

市民生活部 

1,200 千円 

空き家利活用助成（解体・リフォーム補助等） 54,000 千円 

空き家相談窓口設置・空家バンク運営・コーディネーター設置 5,200 千円 

特定空家等対策ガイドライン作成 850 千円 

地域金融機関と連携した金利優遇制度整備 - 
 

【【【【関連関連関連関連するするするする既存事業既存事業既存事業既存事業（（（（新新新新たなたなたなたな方向性方向性方向性方向性をををを目指目指目指目指すすすす取取取取りりりり組組組組みみみみ）】）】）】）】     

事業名 担当課 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

中心市街地商店街空き店舗対策事業費補助金 産 業 課 13,600 千円 
 

 

 

 

 

 

 

②空き家の利活用と適正管理の促進 
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３．持続的な都市の営みに必要なインフラ整備⑵ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年度から、公共交通ネットワークの再構築に向けて、市民参加によるワ
ークショップを設置し、新たなコミュニティ交通社会実験の方法を検討します。 
また、社会実験の実施・検証をもとに、地域公共交通網形成計画を策定し、こ
れに沿った取り組みを進めていきます。 

⾃家⽤⾞の普及に伴う公共交通の利⽤者減少と、市内における公共交通ネットワーク機能維持のための利⽤促進とい

う相反する課題の解決に向けて、市⺠と情報を共有し、コンパクトな都市づくりと連動した公共交通ネットワークの

再構築を⾏います。 

○公共交通ネットワークの再構築 
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３．持続的な都市の営みに必要なインフラ整備⑵ 

【取り組みごとの事業及び事業費】 

 

【【【【新新新新たにたにたにたに始始始始めるめるめるめる取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】     

項目 担当部 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

コミュニティ交通市民ＷＳ設置 

都市整備部 

2,000 千円 

新たなコミュニティ交通社会実験 35,000 千円 

地域公共交通網形成計画策定 5,000 千円 
 

【【【【関連関連関連関連するするするする既存事業既存事業既存事業既存事業（（（（新新新新たなたなたなたな方向性方向性方向性方向性をををを目指目指目指目指すすすす取取取取りりりり組組組組みみみみ）】）】）】）】     

事業名 担当課 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

公共交通維持・活性化(コミュニティバス) 
都市計画課 

219,000 千円 

公共交通維持・活性化(基幹バス・公共交通会議 等) 358,272 千円 
 

 

 

 

 

 

○公共交通ネットワークの再構築 
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４．市⺠が⽣き⽣きと暮らせるまちづくり⑴ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市が展開する各種の福祉・教育施策について、ライフステージごとに分類し、
これによって、切れ目のない施策展開を図っていきます。 

中期事業計画の最終年次(平成 31 年度)までに待機児童のゼロを達成します。 

市内各地域で子育てに取り組む個人・団体等のノウハウや人的ネットワークを
活かしながら、地域の中で子どもを育んでいくための取り組みを進めます。 

地震や風水害時に備え、「自らの生命を自ら守る」ための具体的な行動指針とし
て、防災市民行動マニュアルを策定し、市民の意識醸成や認知度向上を実現す
るための取り組みを進めます。 

⽣まれてから、結婚、⼦育て、⽼後といったライフステージごとに⽀援策が整った“瀬⼾市あんしん政策連鎖モデル”

を構築し、切れ目のない⽀援の実現に向けた施策を進めます。 

①瀬戸市あんしん政策連鎖モデルの構

築 

②待機児童ゼロの達成 

③地域資源を活用した子育て支援 

④地域防災・減災アクションプログラ

ムと防災市民行動マニュアルの策定 
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４．市⺠が⽣き⽣きと暮らせるまちづくり⑴ 

【取り組みごとの事業及び事業費】 

 

 

【【【【新新新新たにたにたにたに始始始始めるめるめるめる取取取取りりりり組組組組みみみみ】＜】＜】＜】＜子育子育子育子育て・て・て・て・就労期就労期就労期就労期＞＞＞＞     

項目 担当部 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

結婚・出産・子育て支援 

交流活力部 

6,000 千円 

女性キャリアアップ等セミナー 
- 

企業向けセミナー 
 

【【【【新新新新たにたにたにたに始始始始めるめるめるめる取取取取りりりり組組組組みみみみ】＜】＜】＜】＜就学期就学期就学期就学期＞＞＞＞     

項目 担当部 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

確かな学力定着 

教 育 部 

12,000 千円 

教育サポートセンター設置 

  いじめ防止・不登校支援 

  日本語初期指導教室設置 

  家庭・地域・学校支援 

  スクールソーシャルワーカー 

48,000 千円 

 

【【【【関連関連関連関連するするするする既存事業既存事業既存事業既存事業（（（（新新新新たなたなたなたな方向性方向性方向性方向性をををを目指目指目指目指すすすす取取取取りりりり組組組組みみみみ）】）】）】）】     

事業名 担当課 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

各政策事業(保健関係 等) 健 康 課 - 

各政策事業(子ども・子育て関係 等) こども家庭課  - 

各政策事業(福祉医療 等) 国保年金課 - 

各政策事業(障害者関係、生活困窮者関係 等) 社会福祉課 - 

各政策事業(高齢者関係、介護関係 等) 高齢者福祉課  - 

①瀬戸市あんしん政策連鎖モデルの構築 
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４．市⺠が⽣き⽣きと暮らせるまちづくり⑴ 

 

【【【【新新新新たにたにたにたに始始始始めるめるめるめる取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】     

項目 担当部 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

小規模保育事業所(0～2歳)新設 

健康福祉部 278,141 千円 
事業所内保育所開設 

保育所(2歳児)受入れ拡大 

保育所(1歳児～)開設 
 

【【【【関連関連関連関連するするするする既存事業既存事業既存事業既存事業（（（（新新新新たなたなたなたな方向性方向性方向性方向性をををを目指目指目指目指すすすす取取取取りりりり組組組組みみみみ）】）】）】）】     

事業名 担当課 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

子ども・子育て支援 
こども家庭課  

142,072 千円 

民間保育所運営費補助金 621,092 千円 
 

 

 

 

 

 

 

②待機児童ゼロの達成 
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４．市⺠が⽣き⽣きと暮らせるまちづくり⑴ 

 

【【【【新新新新たにたにたにたに始始始始めるめるめるめる取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】     

項目 担当部 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

子育てサポーター養成・子育てサロン開催 
健康福祉部 

1,348 千円 

産前・産後ヘルパー等派遣 2,580 千円 
 

【【【【関連関連関連関連するするするする既存事業既存事業既存事業既存事業（（（（新新新新たなたなたなたな方向性方向性方向性方向性をををを目指目指目指目指すすすす取取取取りりりり組組組組みみみみ）】）】）】）】     

事業名 担当課 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

児童クラブ活動助成 

こども家庭課  

322,804 千円 

せとっ子モアスクール運営 420,216 千円 

利用者支援 448 千円 

小学校施設整備(モアスクール設置) 学校教育課 24,440 千円 

家庭教育推進 
交流学び課 

400 千円 

生涯学習推進 2,416 千円 
 

 

【【【【新新新新たにたにたにたに始始始始めるめるめるめる取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】     

項目 担当部 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

防災市民行動マニュアル策定・配布 防 災 課 2,000 千円 
 

【【【【関連関連関連関連するするするする既存事業既存事業既存事業既存事業（（（（新新新新たなたなたなたな方向性方向性方向性方向性をををを目指目指目指目指すすすす取取取取りりりり組組組組みみみみ）】）】）】）】     

事業名 担当課 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

防災・減災啓発 
防 災 課 

6,000 千円 

自主防災活動支援 12,919 千円 

③地域資源を活用した子育て支援 

④地域防災・減災アクションプログラムと防災市民行動マニュアルの策定 
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４．市⺠が⽣き⽣きと暮らせるまちづくり⑵ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データヘルスケアを核とした地域の医療体制の整備や地域包括ケアシステムの
構築に向けて、市が保有する健診・検診・医療・介護データを活用した医療機
関や介護施設等との連携システムの構築を検討します。 

市民が健康や福祉サービスに関する情報を双方向的に活用することのできるデ
ータプラットホームの構築に向けた検討を進めます。 

健診・検診・医療・介護データを活⽤した包括的な医療介護の連携（データヘルスケア）を核とする地域医療体制整

備に向けた取り組みを促進します。 

①健診・検診・医療・介護データの連

携システムの構築 

②市民の健康データプラットホームの

構築 
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４．市⺠が⽣き⽣きと暮らせるまちづくり⑵ 

【取り組みごとの事業及び事業費】 

 

【【【【新新新新たにたにたにたに始始始始めるめるめるめる取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】     

項目 担当部 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

【国民健康保険特別会計】データヘルス計画(第２期計画)策定  健康福祉部 2,300 千円 
 

【【【【関連関連関連関連するするするする既存事業既存事業既存事業既存事業（（（（新新新新たなたなたなたな方向性方向性方向性方向性をををを目指目指目指目指すすすす取取取取りりりり組組組組みみみみ）】）】）】）】     

事業名 担当課 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

児童生活習慣病予防 

健 康 課 

33,153 千円 

健康づくり推進 2,800 千円 

妊婦・乳児健康診査 389,900 千円 

乳幼児健康診査 44,012 千円 

【介護保険特別会計】地域包括支援センター運営 高齢者福祉課  523,644 千円 
 

 

【【【【新新新新たにたにたにたに始始始始めるめるめるめる取取取取りりりり組組組組みみみみ】＜】＜】＜】＜先行的先行的先行的先行的なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ＞＞＞＞     

項目 担当部 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

利用者支援(プッシュ通知アプリ等) 
健康福祉部 

11,518 千円 

予防接種(接種計画作成アプリ等) 7,880 千円 

 

 

①健診・検診・医療・介護データの連携システムの構築 

②市民の健康データプラットホームの構築 
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５．NPOや市⺠活動団体との協業プロジェクト 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

せと市民活動応援補助金等の従来の制度を維持しつつ、市民活動センターを中
心とした様々な市民活動が、新しい取り組み(コミュニティビジネスなど)に向
けて進化することのできるよう新制度の検討を進めます。 

地域別懇談会などの広聴事業を通して集められた地域のニーズや課題を施策展
開に反映させる取り組みについて検討を進めていきます。 

すべての市⺠が地域の担い⼿として活躍し、NPOや市⺠活動団体と瀬⼾市との協業によって公益活動やまちづくり運

動を展開する“瀬⼾市独⾃の地域モデル”を構築する取り組みを推進します。 

①市民公益活動の促進 

②市民との情報共有の機会の増加と、

まちづくり運動への市民参加の促進 
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５．NPOや市⺠活動団体との協業プロジェクト 

【取り組みごとの事業及び事業費】 

 

【【【【新新新新たにたにたにたに始始始始めるめるめるめる取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】     

項目 担当部 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

協働事業実施促進等 

交流活力部 24,000 千円 

せと市民活動応援補助金 

市民活動センター業務強化 

市民活動への理解促進 

新規活動人材発掘 
 

【【【【関連関連関連関連するするするする既存事業既存事業既存事業既存事業（（（（新新新新たなたなたなたな方向性方向性方向性方向性をををを目指目指目指目指すすすす取取取取りりりり組組組組みみみみ）】）】）】）】     

事業名 担当課 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

市民公益活動促進 交流学び課 29,754 千円 

コミュニティ助成 地域活動支援室 4,000 千円 

地域福祉ボランティア活動助成金 社会福祉課 4,000 千円 

 

 

 

 

①市民公益活動の促進 
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５．NPOや市⺠活動団体との協業プロジェクト 

 

【【【【新新新新たにたにたにたに始始始始めるめるめるめる取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】     

項目 担当部 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

地域別懇談会の継続実施 市民生活部 - 
 

【【【【関連関連関連関連するするするする既存事業既存事業既存事業既存事業（（（（新新新新たなたなたなたな方向性方向性方向性方向性をををを目指目指目指目指すすすす取取取取りりりり組組組組みみみみ）】）】）】）】     

事業名 担当課 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

地域力向上プラン推進 

地域活動支援室 

5,128 千円 

地域力向上活動推進費補助金 52,000 千円 

地域力向上拠点施設整備 235,466 千円 

地域交流センター施設管理 142,481 千円 

 

 

 

 

 

 

②市民との情報共有の機会の増加と、まちづくり運動への市民参加の促進 
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６．市役所改革プロジェクト 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健全な財政基盤を維持しつつ、本市の未来に向けた投資が適切に行えるよう「新
財政規律ガイドライン」を確立するとともに、基金の適正運用や地域金融機関
との連携によって政策実現のための財源確保を図ります。 

公共施設等総合管理計画の立案を中心に、市民との情報共有、合意形成を図り
つつ、民間資金等の活用も視野に入れ、本市の都市機能を維持・持続します。 

人材育成基本計画の立案をもとに、第６次総合計画の推進に向けた組織体制の
整備や人材育成等を進めます。 

本市の属する圏域のポテンシャルを活かしつつ、都市機能の強化・継続を図る
ため地域間連携を強めます。 

市⺠ニーズに寄り添い、課題を解決しようとするアイデアや市役所⾃らが率先して動く役割を果たすことのできる“新

しい瀬⼾市役所”を実現します。 

①新財政規律ガイドラインによる都市

経営 

②公共施設の適正配置と情報共有によ

る市民との合意形成 

③弾力的な人材配置を可能とする新組

織の構築 

④地域間連携の強化 
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６．市役所改革プロジェクト 

【取り組みごとの事業及び事業費】 

 

【【【【新新新新たにたにたにたに始始始始めるめるめるめる取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】     

項目 担当部 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

新財政規律ガイドライン運用 

行政経営部 - 基金の適正運用 

地域金融機関との連携 
 

 

【【【【新新新新たにたにたにたに始始始始めるめるめるめる取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】     

項目 担当部 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

公共施設等総合管理計画の立案と進捗管理 

行政経営部 - 情報共有と市民との合意形成 

ＰＦＩ、ＰＰＰの活用 
 

 

【【【【新新新新たにたにたにたに始始始始めるめるめるめる取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】     

項目 担当部 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

人材育成基本計画 

行政経営部 - 第６次総合計画に連動した新組織体制の確立 

他組織との人事交流 
 

①新財政規律ガイドラインによる都市経営 

②公共施設の適正配置と情報共有による市民との合意形成 

③弾力的な人材配置を可能とする新組織の構築 
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６．市役所改革プロジェクト 

 

【【【【新新新新たにたにたにたに始始始始めるめるめるめる取取取取りりりり組組組組みみみみ】】】】     

項目 担当部 平成 28 年度～平成 31年度 事業費 

事務の共同処理 
行政経営部 - 

公共施設の相互利用等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④地域間連携の強化 
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７ 中期事業計画の達成目標 

 

中期事業計画の達成目標については、重点政策ごとに、短期的視点からの成果を必須のものと位置付ける政策（実を刈

り取る）と、中・⻑期的視点に⽴って⼀定の成果を第 6 次総合計画へとつなぐ政策（種を撒き、育てる）とに分け、そ

れぞれ最終年次（平成３１年度）における目標を次のように定めます。 

    重点政策重点政策重点政策重点政策    平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度    平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度    平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度    平成平成平成平成 31313131 年度年度年度年度    

実実 実実
をを をを
刈刈 刈刈
りり りり
取取 取取
るる るる
    

新新新新たなたなたなたな産業活性化産業活性化産業活性化産業活性化           

““““やきものやきものやきものやきもの””””によるによるによるによる活性化活性化活性化活性化              

都市都市都市都市のののの営営営営みにみにみにみに    

必要必要必要必要なインフラなインフラなインフラなインフラ整備整備整備整備    
       

種種 種種
をを をを
撒撒 撒撒
きき きき
    

育育 育育
て
る

て
る

て
る

て
る
    

市民市民市民市民がががが生生生生きききき生生生生きときときときと    

暮暮暮暮らせるまちらせるまちらせるまちらせるまちづくりづくりづくりづくり    
       

NPONPONPONPO やややや市民活動団体市民活動団体市民活動団体市民活動団体とのとのとのとの    

協業協業協業協業プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト    
       

実実 実実
をを をを

刈刈 刈刈
りり りり

取取 取取
るる るる
    

市役所改革市役所改革市役所改革市役所改革プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト           

 

計画等計画等計画等計画等のののの策定策定策定策定 

新新新新プロジェクトによるプロジェクトによるプロジェクトによるプロジェクトによる事業展開事業展開事業展開事業展開 

新産業振興計画等新産業振興計画等新産業振興計画等新産業振興計画等にににに基基基基づくづくづくづく新新新新たなたなたなたな事業展開事業展開事業展開事業展開 

歴史文化基本構想歴史文化基本構想歴史文化基本構想歴史文化基本構想にににに基基基基づくづくづくづく新新新新たなたなたなたな事業展開事業展開事業展開事業展開 

中期事業計画中期事業計画中期事業計画中期事業計画にににに位置付位置付位置付位置付けたけたけたけた各種事業各種事業各種事業各種事業のののの完成完成完成完成メドメドメドメド 

第第第第６６６６次総合計画次総合計画次総合計画次総合計画にににに基基基基づくづくづくづく新新新新たなたなたなたな市役所経営市役所経営市役所経営市役所経営 

事業事業事業事業のののの継続継続継続継続 

事業事業事業事業のののの継続継続継続継続 

計画等計画等計画等計画等のののの策定策定策定策定 

計画等計画等計画等計画等のののの策定策定策定策定 

新新新新たなたなたなたな政策政策政策政策モデルによるモデルによるモデルによるモデルによる事業展開事業展開事業展開事業展開 
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８ 財政計画 

（千円） 

 平成 27年度予算 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

(1)市税 17,564,181 17,664,000 17,758,800 17,539,800 17,674,400 

(2)地方譲与税・交付金 2,869,000 2,873,527 2,873,527 3,522,727 3,522,727 

(3)地方交付税 2,582,000 2,627,354 2,532,000 2,112,000 1,982,000 

(1)～(3)小計 23,015,181 23,164,881 23,164,327 23,174,527 23,179,127 

(4)市債 1,474,400 1,953,000 1,990,000 2,042,000 1,970,000 

(5)その他 10,430,419 9,472,119 9,385,673 9,623,473 8,970,873 

歳 入 合 計 34,920,000 34,590,000 34,540,000 34,840,000 34,120,000 

 

（千円） 

 平成 27年度予算 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

(1)事業費 26,861,511 26,798,491 26,489,142 26,774,731 26,482,827 

 

(A)重点政策 - 1,934,487 1,845,650 1,987,973 1,874,767 

(B)政策事業 - 5,644,339 5,439,839 5,467,739 5,044,903 

(C)ファシリティ・アセット経費 - 2,235,997 2,085,159 2,016,711 1,828,876 

(D)経常事業 - 16,983,668 17,118,494 17,302,308 17,734,281 

(2)人件費 5,877,487 5,586,130 5,793,438 5,786,395 5,981,252 

(3)公債費 2,181,002 2,205,379 2,257,420 2,278,874 2,265,921 

歳 出 合 計 34,920,000 34,590,000 34,540,000 34,840,000 34,730,000 

歳入計画歳入計画歳入計画歳入計画 

歳出計画歳出計画歳出計画歳出計画 
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(5)(5)(5)(5)そのそのそのその他特定財源他特定財源他特定財源他特定財源 

        89898989～～～～96969696 億円億円億円億円 

(1)(1)(1)(1)市税市税市税市税 
        175175175175～～～～178178178178 億円億円億円億円 

(2)(2)(2)(2)地方譲与税地方譲与税地方譲与税地方譲与税・・・・交付金交付金交付金交付金 
                    28282828～～～～35353535 億円億円億円億円 

(3)(3)(3)(3)地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税 
        19191919～～～～26262626 億円億円億円億円 

(4)(4)(4)(4)市債市債市債市債 
    19191919～～～～20202020 億円億円億円億円 

財政規律財政規律財政規律財政規律のののの考考考考ええええ方方方方にににに沿沿沿沿ったったったった財源財源財源財源のののの確保確保確保確保 
地域や民間企業の活力を生かす事業実施を検討しつつ、事業の効率的な実施による歳出削減を図るとと

もに、第６次総合計画のパイロット事業としての重点政策の実現に向けて必要な財源を確保しました。 

(2)(2)(2)(2)人件費人件費人件費人件費 

    55555555～～～～60606060 億円億円億円億円 

(3)(3)(3)(3)公債費公債費公債費公債費 
    22222222～～～～23232323 億円億円億円億円 

(D)(D)(D)(D)経常事業経常事業経常事業経常事業 
        169169169169～～～～177177177177 億円億円億円億円 

(C)(C)(C)(C)ファシリティ・アセットファシリティ・アセットファシリティ・アセットファシリティ・アセット経費経費経費経費 
                                    18181818～～～～22222222 億円億円億円億円 

(A)(A)(A)(A)重点政策重点政策重点政策重点政策    
        18181818～～～～20202020 億円億円億円億円 

公共施設公共施設公共施設公共施設のメンテナンスのメンテナンスのメンテナンスのメンテナンス等等等等にににに必要必要必要必要なななな経費経費経費経費のののの確保確保確保確保 
公共施設の維持・管理に必要なメンテナンス等の経費について

は、「ファシリティマネジメント」と「アセットマネジメント」

を区分して整理し、必要な経費を確保しました。 

(B)(B)(B)(B)政策事業政策事業政策事業政策事業 
    50505050～～～～56565656 億円億円億円億円 

主要主要主要主要なななな施策施策施策施策のののの継続的継続的継続的継続的なななな実施実施実施実施 
これまで実施してきた主要な施策については、今後の第６次

総合計画の立案過程において議論を深めていきます。 

歳歳歳歳        入入入入 

歳歳歳歳        出出出出 
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【重点政策ごとの事業費総額】 

(千円) 

重点政策重点政策重点政策重点政策    平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度    平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度    平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度    平成平成平成平成 31313131 年度年度年度年度    

１１１１．．．．新新新新たなたなたなたな産業活性化産業活性化産業活性化産業活性化    ⑴⑴⑴⑴    199,415 368,024 471,990 461,410 

                                            ⑵⑵⑵⑵    133,519 136,277 135,408 136,304 

２２２２．．．．““““やきものやきものやきものやきもの””””によるによるによるによる活性化活性化活性化活性化    166,168 175,292 213,872 214,372 

３３３３．．．．都市都市都市都市のののの営営営営みにみにみにみに必要必要必要必要なインフラなインフラなインフラなインフラ整備整備整備整備    ⑴⑴⑴⑴    462,134 301,590 332,615 226,247 

                                                                        ⑵⑵⑵⑵    149,068 180,068 145,068 145,068 

４４４４．．．．市民市民市民市民がががが生生生生きききき生生生生きときときときと暮暮暮暮らせるまちらせるまちらせるまちらせるまちづくりづくりづくりづくり    ⑴⑴⑴⑴    404,252 493,528 500,548 504,548 

                                                                                ⑵⑵⑵⑵    123,088 123,009 122,410 120,756 

５５５５．．．．NPONPONPONPO やややや市民活動団体市民活動団体市民活動団体市民活動団体とのとのとのとの協業協業協業協業プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト    296,843 67,862 66,062 66,062 

６６６６．．．．市役所改革市役所改革市役所改革市役所改革プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト    ----    ----    ----    ----    

合合合合        計計計計    1,934,487 1,845,650 1,987,973 1,874,767 
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９ 中期事業計画の進捗管理 

 

バブル経済崩壊後の「失われた 20 年」の間、地方自治体は厳しい財政状況のもと、多種多様な社会問題に対応するこ

とを求められてきました。 

 

そして、このような状況において、瀬⼾市では、第 5 次総合計画の進捗管理としてＰＤＣＡサイクルによる⾏政評価を

導⼊し、効果的で効率的な⾏政経営に取り組んできました。 

 

しかし、ＰＤＣＡサイクルは、元来、品質管理や⽣産⼯程の管理⼿法（ＨＯＷ）であることから、分野ごとの施策の質

を維持し、改善する「部分最適化」には適していますが、市政全体を認識(俯瞰)して、ビジョンや戦略を⽴てるという

こと「（ＷＨＡＴ）や(ＷＨＹ)の領域」には限界があるとも考えられます。 

 

中期事業計画では、重点政策の起点・基幹となる事業を PDCAサイクルによって管理すると同時に、第 6 次総合計画の

⽴案において、これまでの PDCA サイクルを補完し、政策全体の進⾏を管理する『新たな⾏政評価の⼿法』を検討して

いく予定です。 


