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ごあいさつ 
 

私たちのまち「富岡市」は、妙義山、鏑川・高田川など豊かな自然

に彩られながら、先人たちが築いた輝かしい歴史と伝統に育まれてき

た由緒あるまちです。 

そして、本年は、平成１８年３月に富岡市と妙義町が合併し、新富

岡市が誕生して、１０年が経過する記念すべき年となります。 

また、平成２６年６月には、富岡製糸場が、「富岡製糸場と絹産業遺

産群」として世界文化遺産に登録され、さらに同年１２月に「旧富岡製糸場 繰糸所、東

置繭所、西置繭所」の３棟の建物が、群馬県では初の国宝に指定されました。市民の皆様

と分かちあったあの決定の歓喜の光景は今でも鮮やかに蘇ってまいります。 

私は、先人たちが培ってきた「富岡市」の歴史を未来につなげ、愛すべき郷土として永

久に発展・成長し、すべての市民が「富岡市」に誇りを持ち続けることができるまちづく

りを進めています。 

さて、我が国は少子高齢化とそれに伴う人口減少の進行、成熟経済下での新たな経済

成長の模索、東日本大震災の経験からの教訓などにより、社会的にも経済的にも大きな

転換期を迎えており、本市においても、人口減少と少子高齢化は深刻で、その対策は急務

となっています。 

また、富岡製糸場に訪れる多くの観光客の滞在時間の延長、健康寿命の延伸、地方分権

社会への対応など、行財政運営への課題は多く、自治体の力量が問われています。 

そこで私は、これから本市がすすむべき方向性を定め、こうした社会情勢の変化を踏

まえ、多様化する市民ニーズに対応し、市民の皆様と協働して進めるまちづくりの指針

として、第２次富岡市総合計画を策定いたしました。 

本計画では、将来像に「世界遺産にふさわしいまち とみおか」を掲げ、まちづくりの

基本方針を明確に示し、特に本市が取組むべき政策として「少子高齢化や人口減少への

対応」、「富岡製糸場を核としたまちづくり」の２点を重点施策として位置づけています。 

そして、私の政治の原点であります、「行政は 大のサービス機関」であることを胸に、

本市の無限の可能性を活かしつつ、市民の皆様が幸せを実感できるまちが実現できるよ

う取組んでまいりますので、一層のご理解とご協力をお願いいたします。 

結びに、この計画の策定に当たり、ご尽力いただきました多くの皆様に心より感謝申

し上げます。 

 

平成２８年３月 
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第１章 計画策定にあたって 

第１節 計画の目的 

本市は、平成 18 年 3 月に富岡市と妙義町の新設合併により誕生しました。その

2 年後に策定した第 1 次富岡市総合計画（計画期間 平成 20～27 年度）は、新富

岡市としてさまざまな課題に対応し、より豊かな市民生活の実現を目的とし、こ

れに基づく計画的なまちづくりを進めてきました。 

この間の平成 26 年 6 月には、本市の重要な地域資源である富岡製糸場が、「富

岡製糸場と絹産業遺産群」として世界遺産に登録され、さらに同年 12 月に国宝に

指定されるなど、本市だけでなく、群馬県内でもこれまでに経験したことのない

大きな動きがありました。 

他方、日本が直面する急速な少子高齢化や人口減少への対応は、本市でも大き

な課題となっており、地域社会のさまざまな場面への影響が懸念されています。

また、世界規模での経済変化や環境問題、自然災害への対応、これからのまちづ

くりに欠かせない市民と行政との協働の推進、公共施設の維持と更新、限られた

財源の有効活用など、市政に求められる役割の多様化と複雑化は、今後さらに進

むと考えられます。 

「第 2 次富岡市総合計画」は、このような本市を取り巻く状況の変化を踏まえ、

中・長期的なビジョンをもって地域の課題に冷静かつ的確に対応するとともに、

より豊かな市民生活を実現し、「世界遺産のまち」にふさわしいまちをめざすため

の 上位計画として策定するものです。 
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第２節 計画の構成と期間 

第 2 次富岡市総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画の 3 つの層で構成さ

れます。 

 

（１）基本構想 

  

  

基本構想は、計画全体を貫く背骨であり、本市のめざすべき方

向を示すものです。 

まちづくりの理念とめざす将来像を明らかにし、これを実現す

るための基本目標、主要施策、施策の体系を示します。 

計画期間は、平成 39 年 3 月までの 11 年間とします。 

 

（２）基本計画 

 

  

基本計画は、基本構想を実現するための具体的な計画です。 

主要施策や施策のこれまでの課題、今後の施策の方針と主な事

業を示し、まちづくりの指針を示します。 

市長任期や公約・マニュフェストとの整合性を図りつつ、社会

情勢や市民ニーズの変化に的確に対応するため、前期・中期・後

期の 3 つの計画期間を設定し、前期計画期間を 3 年間、中期・

後期計画期間をそれぞれ 4 年間とし、計画期間ごとに見直しを行

います。 

 

（３）実施計画 

  

  

実施計画は、基本計画で定めた施策を計画的に推進するための

具体的な事業内容を示すもので、予算編成の骨組みとなるもので

す。 

計画期間は、基本計画と同様に前期計画期間を 3 年間、中期・

後期計画期間をそれぞれ 4 年間としますが、社会情勢等の変化に

迅速かつ柔軟に対応しつつ円滑な進行管理とするため、事業評価

や検証・見直しを年度毎に行うローリング方式による運用を図り

ます。 
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【総合計画の構成・期間】 

 

 

 

第３節 計画の進捗管理 

第 2 次富岡市総合計画の推進にあたっては、基本構想や基本計画、実施計画

（Plan）に基づく具体的事業などの確実な実行（Do）、施策ごとの「まちづくりの

目標」の達成状況やさまざまな行政評価手法などによる評価（Check）と、それに

基づく改善（Action）を経て、次の実行（Do）につなげる PDCA サイクルによる

進行管理を行い、効果的・効率的かつ持続的な運用に努めます。また、進捗状況

や評価（Check）の結果について、広報紙やホームページなど、さまざまな手段を

用いて市民に公表します。 
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第２章 まちの歩みと本市の概況 

１ 市の概要 

本市は、群馬県の南西部に位置し、安中市、下仁田町、甘楽町、高崎市と接して

います。東京から約 100km、高崎市及び前橋市からは、10～30km の距離にあり

ます。 

市域の東部は関東平野に続く平坦地、西部は相馬岳（標高 1,104ｍ）を 高峰と

する上毛三山の一つである妙義山（みょうぎさん）、南部は標高 1,370ｍの稲含山

（いなふくみやま）、北部は小高い丘陵地帯となっています。中央部には鏑川（か

ぶらがわ）とその支流である高田川が流れ、その流れに沿うように市街地、集落

が形成されている、水と緑に恵まれた、自然豊かで風光明媚な地域です。 

気候は年間を通じて温暖であり、年平均気温は約 14℃、年間降水量は 1,100mm

前後です。また、比較的強固で安定した地盤の上に位置しており、地震などの自

然災害の少ない暮らしやすい地域です。 

市域面積は 122.85km2 で、群

馬県面積の約 1.9％に当ります。

一方、人口は 50,685 人で、群馬

県総人口の約 2.5％に相当し、人

口密度は１km2 当たり約 413 人

となっています。（平成 27 年

（2015 年）4 月 1 日現在） 

主要産業は、かつては養蚕をは

じめとする農業でしたが、現在は

機械製造や食品加工などを中心

とする工業が基幹産業となって

おり、田園工業地帯としてのまち

づくりを進めています。 
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２ 沿革 

明治 22 年（1889 年）、町村制の施行を受け、江戸時代から続く周辺の村々が合

併し、富岡町、黒岩村、一ノ宮町、高瀬村、額部村、小野村、吉田村、丹生村が誕

生しました。また、妙義町、岳村、大牛村、行沢村、諸戸村、菅原村、古立村、中

里村が合併して妙義町に、上高田村、下高田村、八木連村が合併して高田村が誕

生しました。 

さらに、昭和 28 年（1953 年）の町村合併促進法の施行により、昭和 29 年（1954

年）4 月、富岡町に黒岩村、一ノ宮町、高瀬村、額部村、小野村が編入合併するこ

とにより、富岡市が誕生しました。次いで吉田村、福島町田篠・君川・星田、丹生

村が編入合併しました。また、昭和 30 年（1955 年）3 月、同法により妙義町、高

田村の新設合併により新しい妙義町が誕生しました。 

そして、富岡市、妙義町の誕生からそれぞれ約 50 年を経た平成 18 年（2006 年）

3 月 27 日、市町村の合併の特例に関する法律を適用し、富岡市と妙義町の新設合

併による新富岡市が誕生しました。 

 

 

３ 「富岡製糸場と絹産業遺産群」世界遺産登録の経緯 

富岡製糸場は、明治 5 年（1872 年）、日本初の官営器械製糸工場として設置さ

れ、高品質な生糸を生産する模範工場として、日本の近代産業の礎を築きました。

明治 26 年（1893 年）の民営化後はさらにその大量生産を実現し、生産された生

糸は国内外から高く評価されました。昭和 14 年から経営を受け継いだ片倉工業

（株）は、昭和 62 年（1987 年）に操業を停止しましたが、その後も富岡製糸場

内のほとんどの建物が同社の尽力により大切に保存されてきました。そして、操

業停止から 18 年後の平成 17 年（2005 年）、場内のすべての建造物が本市へ寄附

されました。 

その 2 年前となる平成 15 年（2003 年）8 月、群馬県は富岡製糸場の世界遺産

登録推進を表明し、さまざまな取組みが進められてきました。そして、平成 19 年

（2007 年）1 月、「富岡製糸場と絹産業遺産群」として世界遺産暫定リストに記載

され、平成 24 年（2012 年）7 月の文化審議会世界文化遺産特別委員会において

世界遺産への推薦が決定されました。平成 25 年（2013 年）1 月にはユネスコ（国

際連合教育科学文化機関）に推薦書が提出され、同年 9 月のユネスコの諮問機関

イコモスによる富岡製糸場をはじめとする関係資産の現地調査を経て、平成 26 年

（2014 年）6 月、ユネスコ世界遺産委員会の審査により世界文化遺産として正式

登録されました。 

また、富岡製糸場の 3 つの建物（繰糸所、東置繭所、西置繭所）は、平成 26 年

（2014 年）12 月 10 日、国宝に指定されました。 
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４ 人口・世帯 

（１）人口と世帯 

人口と世帯当たりの人口は減少していますが、その一方で世帯数はわずかに増

加しています。人口が減少する中で、単身世帯や少人数世帯が増加していること

がうかがえます。 

【人口・世帯数の推移】 

 

資料：人口/群馬県年齢別人口統計調査結果（各年 10 月 1 日の値）、世帯数/富岡市統計書 

 

（２）年齢３区分別人口 

年齢 3 区分別人口は、年少人口（15 歳未満）、生産年齢人口（15～64 歳）が減

少する一方、老年人口（65 歳以上）は増加しており、少子高齢化が進行している

ことがうかがえます。 

【年齢 3 区分別人口の推移】 

      
※ 太数字は人口総数。人口総数には年齢不詳を含むため、年齢 3 区分それぞれの人口の合計値と

人口総数は必ずしも一致しない 

資料：群馬県年齢別人口統計調査結果（各年 10 月 1 日の値） 

53,671 53,410 53,043 52,693 52,070 51,565 51,075 50,569 50,041 

18,404 18,764 19,128 19,221 18,297 18,334 18,411 18,469 18,564 
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（３）産業別就業人口 

産業別就業人口を見ると、すべての産業で減少しており、特に農業などの第 1

次産業は平成 2 年（1990 年）から平成 22 年（2010 年）の間に 50%以上減少し

ています。一方、卸・小売業やサービス業などの第 3 次産業は、近年同程度で推

移しており、 も就業人口が多い産業となっています。 

就業者総数に占める割合では、第1次産業や第2次産業の割合は減少する一方、

第 3 次産業の割合は増加しています。 

【産業別就業人口の推移】 

 

資料：国勢調査 
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５ 産業 

（１）農業 

本市の農家数は減少していますが、専業農家数はほぼ横ばいの状況となってお

り、農家数に占める専業農家数の割合は平成 12 年（2000 年）以降、増加してい

ます。 

【農家数・専業農家数等の推移】 

 

資料：農林業センサス調査・世界農林業センサス調査 

 

（２）商業 

本市の商業従業者数はほぼ横ばいの状況となっています。年間販売額は平成 11

年（1999 年）をピークとして、その後減少しましたが、平成 16 年（2004 年）以

降、わずかに増加傾向となっています。一方、商店数は減少しています。 

【商業従業者数・年間販売額・商店数の推移】 

      
資料：商業統計調査（従業者 4 人以上の事業所） 
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（３）工業 

本市の工業従業者数はほぼ横ばいの状況で、事業所数は減少しています。一方、

製造品出荷額等は、調査年によって変動がありますが、およそ 2 千 5 百億円前後

で推移しています。 

【従業者数・製造品出荷額等・事業所数の推移】 

      

資料：工業統計調査（従業者 4 人以上の事業所） 

 

（４）観光 

本市の観光入込客数は、毎年約 200 万人前後で推移しています。しかし、平成

26 年（2014 年）6 月に富岡製糸場の世界遺産登録をきっかけに、多くの観光客が

訪れるようになっており、入込客数の大幅な増加が見込まれます。 

【観光入込客数の推移】 

      

資料：群馬県観光客数・消費額調査 
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６ 財政 

（１）歳入 

本市の歳入の根幹を成す市税収入は減少傾向にあり、その減少分を地方交付税

で賄うことで、100 億円を超える一般財源等を毎年確保している状況です。 

各年度の国・県支出金は、公共投資関係事業等の歳出に応じて増減しています。 

今後、生産年齢人口の減少や高齢化の進行など、社会経済情勢の変化により、

長期的には、市税収入等は減少傾向になることが想定されます。 

【歳入決算額の推移】 

 

※ 普通会計ベース 
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（２）歳出 

本市の歳出を性質別に見ると、人件費や公債費は減少傾向にあり、補助費等は

おおむね横ばいの傾向にある一方、扶助費は増加しています。今後も人口構造の

変化とともに扶助費の増加が見込まれます。 

また、投資的経費は、各年度の事業量に応じて変動していますが、基本的な投

資額は抑制傾向にあります。しかし、施設の老朽化等により、学校給食センター

（平成 21 年度）、学校施設の耐震補強、東中学校校舎（平成 25 年度）の建替え等

の事業を行った年度には、経費が増加しています。今後、公共施設の老朽化に対

する取組みはさらに必要になると予想され、財政への影響を考慮せざるを得ない

状況です。 

【歳出決算額の推移】 

 

※ 普通会計ベース 
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（３）地方債 

公共施設については、施設利用の受益者が応分の負担をしていくことが望まし

いとの考えから、本市の公共施設の多くは、地方債（借金）等を財源として建設

されてきました。 

地方債残高は、合併後、新規借入地方債の抑制により、年々減少しています。 

【地方債残高の推移】 
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（４）財政指標 

本市の財政状況を示す財政指標を見ると、将来負担比率※1、実質公債費比率※2

は、新規借入の抑制による地方債残高の減少等により、年々改善しています。一

方、財政の弾力性を示す経常収支比率※3は、近年、同程度で推移しています。 

また、本市の財政力を示す財政力指数※4は、平成 20 年（2008 年）度を境に下

降し、平成 24 年（2012 年）以降は同程度で推移しています。 

【財政指標の推移】 

 

※1 将来負担比率：一般会計等が将来負担する負債の標準的な財政規模に占める比率 

※2 実質公債費比率：一般会計等が負担する元金及び利息返済額の標準的な財政規模に占める比率 

※3 経常収支比率：財政の弾力性を判断する指標。比率が低いほど弾力性が高い（75％～80％未満

が妥当とされる） 

※4 財政力指数：地方自治体の財政力を示す指数。1 に近いほど財政力が高く、1 を超えると普通

交付税が不交付 
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第３章 主要指標の見通し 
総人口は、本計画目標年次である 11 年後の平成 38 年（2026 年）には約 4.5 万

人となり、平成 28 年（2016 年）の約 5.0 万人より約 4.4 千人、割合にして約 9％

減少すると想定されます。 

世帯数は、平成 38 年（2026 年）には約 1.7 万世帯となり、平成 28 年（2016

年）の約 1.8 万世帯より約 1 千世帯、割合にして約 5％減少すると想定されます。

また、1 世帯当たり人数も緩やかに減少すると想定されます。 

【人口の将来推計】 

 

【世帯数・1 世帯当たり人数の将来推計】 

 

※ 人口推計は、国立社会保障・人口問題研究所に準拠 

※ 世帯数推計は、国立社会保障・人口問題研究所による「日本の世帯数の将来推計（全国推計）」

（2013 年 1 月推計）を用いた平成 22 年（2010）を基準年とする低減率に基づき推計 
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２ 年齢別人口推計 

年齢 3 区分別人口は、年少人口（15 歳未満）、生産年齢人口（15～64 歳）が減

少する一方、老年人口（65 歳以上）は増加すると想定されます。平成 38 年（2026

年）には、平成 28 年（2016 年）より年少人口は約 23％、生産年齢人口は約 14％

減少し、老齢人口は約 6％増加すると想定されます。 

【年齢 3 区分別人口の将来推計】 

      
※ 年齢別人口推計は、国立社会保障・人口問題研究所に準拠 

 
 

３ 産業別就業人口推計 

産業別就業人口は、平成 38 年（2026 年）には、平成 28 年（2016 年）より第

1 次産業は約 37％、第 2 次産業は約 19％、第 3 次産業は約 8％それぞれ減少する

と想定されます。就業者総数に占める就業人口割合で見ると、第 1 次産業や第 2

次産業の割合は減少し、第 3 次産業の割合が増加すると想定されます。 

【産業別就業人口の将来推計】 

 
※ 就業者総数、産業別就業人口推計は、人口推計結果や近年の産業別就業者構成比の実績値に基づき推計
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第４章 本市を取り巻く状況 
本計画を推進する上で考慮すべき事項として、本市を取り巻く社会の潮流や課

題を以下の 9 つのポイントにまとめます。 

 

１ 世界遺産・富岡製糸場の保存・整備・活用 

富岡製糸場の世界遺産登録と国宝指定は、富岡製糸場を地域の中心的な資源に

据えてまちづくりに取組んできた本市にとってたいへん喜ばしいことであり、市

民の誇りです。しかし同時に、富岡製糸場と、それを地域資源の核として積み重

ねてきた歴史を後世に永久的につなぐという非常に大きな役割が本市と市民に課

せられるようになったともいえます。 

人類・世界の共有する宝として、富岡製糸場を計画的に保存・整備していくこ

とは、本市と市民に課せられた責務であることを強く認識するとともに、選ばれ

た都市・市民としての誇りを持ってそれに対応し続ける必要があります。 

その責務を果たしつつ、本市のまちづくりの核として、富岡製糸場の存在を市

全域におけるさまざまな取組みと幅広く連携させ、多様な価値と魅力を 大限に

引き出すために活用することが強く求められています。 

 

 

２ 人口減少時代への対応 

わが国は、急速な少子高齢化により、既に世界に類を見ない人口減少の時代に

入っています。人口減少は社会保障負担の増大や労働人口の減少をもたらすだけ

でなく、経済規模の縮小や地域の社会システムの変化をもたらし、地域自体の維

持が困難になることが懸念されています。本市においても、人口減少への対応は

非常に大きな課題と考えられ、住み続ける魅力、新たに住む魅力に満ちたまちづ

くりによる、安定した定住人口を維持するための早急な取組みが不可欠です。 

そのために、子どもを産み育てやすい環境の整備、就学・就業や買物、医療・福

祉環境の向上、女性・若者・高齢者等の就業機会の拡大、仕事と生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス※）、人と企業の積極的な誘致など、社会活力に満ち、市民

が暮らしやすく、住む場所として選ばれる魅力あるまちづくりが急務となってい

ます。 
 

 

 

 

 

※ ワーク･ライフ･バランス：一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすととも
に、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方を選
択・実現できる、仕事と個人としての生活が調和すること  
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３ 安全・安心の確保 

近年、地震や台風、局地的な豪雨、大雪等による自然災害がこれまでにない頻

度や規模で起きており、市民の生命や財産を脅かす事態となることが危惧されて

います。 

災害時には市民それぞれが適切な判断と行動をとることが基本となりますが、

そのような事態に備えた不断の訓練を市民が行える仕組みを整え、災害発生時に

迅速に対応できる体制や取組みの強化が求められています。 

また、振り込め詐欺のような詐欺事件、女性や子ども、高齢者が被害者となる

犯罪の多発が社会問題となっており、地域コミュニティの活性化や防犯設備の整

備などによる、犯罪が起きにくいまちづくりがますます必要となっています。 

そのために、市民と行政の協働により、地域社会が一丸となって暮らしの安全・

安心の確保を図る仕組みを定着させていくことが求められています。 

 

 

４ 地域コミュニティの維持・再生 

人口減少や少子高齢化が進む中、今後、地域での安全・安心な暮らしを維持す

るためには、市民一人ひとりがまちづくりに主体的に参加し、地域の課題を地域

で解決する市民と行政との協働によるまちづくりがますます必要になってきてい

ます。 

そこで、本市では平成 27 年（2015 年）に、市民と行政共通の協働のガイドラ

イン「富岡市市民協働基本指針」を策定するとともに、市民協働によるまちづく

りの実践として、市内全域の 12 地区において、公民館を拠点として各地区の特性

を活かした「地域づくり協議会」の活動が進められています。 

こうした動きをさらに促進し、市民協働によるまちづくりを進めるために、よ

り多くの市民や団体への働きかけと、活動への支援を強化していくことが求めら

れています。 
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５ 環境保全・景観保全 

大量生産・大量消費の社会システムが地球環境に及ぼした深刻な影響を緩和す

るため、世界規模で地球温暖化の抑止・適応などのさまざまな取組みが行われて

います。本市においても平成 24 年（2012 年）に「富岡市環境基本計画」を策定

し、計画的な取組みを進めています。しかし、世界的な環境問題はより複雑化し

ており、より一層の取組みが必要となっています。 

地球規模で起きている環境問題、地域で起きている環境問題をともに重視し、

行政・市民・事業者それぞれが果たすべき役割を意識し、環境負荷の軽減や循環

型社会の形成など、持続可能な社会の構築・運用を図っていくことが求められて

います。 

また、富岡製糸場周辺をはじめとする文化・歴史的景観や、本市が誇る豊かな

自然景観を保全し、次代につなぐことは、本市固有の重要な課題となっています。 
 

 

６ 地域産業・観光の活性化 

経済のグローバル化や消費活動の多様化、社会構造の変化に迅速かつ計画的に

対応し、安定した労働環境、意欲や能力に応じて働ける職場環境づくりを促進す

る取組みがますます必要となっています。また、地域産業の活性化は、地域の活

力を向上させ、市民が暮らしやすく、住む場所として選ばれる魅力あるまちづく

りに欠かせない重要な課題であり、このことを改めて認識する必要があります。 

そのために、首都圏への交通利便性や災害の少なさを活かした工業団地の整備、

企業誘致、富岡製糸場を核とした広域連携に基づく戦略的な観光・商業振興、6 次

産業化、高付加価値化による活力ある農業の育成などをより一層意識し、全市一

丸となって地域産業・観光の活性化を図ることが求められています。 
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７ 次代を担う人材の育成 

子ども達がいきいきと育ち、学べる環境、地域が見守る環境をつくることは、

次代を担う人材を育て、まちづくりの未来を創る上で欠かせません。特に、世界

遺産・国宝となった富岡製糸場をはじめとする歴史・文化と豊かな自然に誇りを

持つとともに、グローバルな時代にあって世界中の人々や地域・文化を学び、認

め合い、共生を体現できる市民と子ども達の育成が急務です。 

そのために、子ども達の人権が尊重され、将来に希望を持ち、確かな学力を身

につけられる充実した教育環境の整備が求められています。また、だれもが生涯

を通じて学ぶ喜びや楽しみを享受できる学ぶ環境づくりが求められています。 

 

 

８ 公共施設の老朽化への対応 

昭和 40～50 年代には、全国的に市民生活の向上のために多くの公共施設が整

備されました。本市でもさまざまな公共施設が同年代に整備され、その老朽化が

進んでいます。一方、発生頻度が高まっている局地的な豪雨や地震等の自然災害

発生時の防災拠点として、より安全性の高い公共施設の整備が必要となっていま

す。 

このような状況と需要を的確に把握し、公共施設の統合・再編・廃止、耐震化

や自然エネルギーの活用による機能向上などを視野に入れた、見直しと計画的な

更新、管理・運営を、市民との協働により、さらに進めていくことが求められて

います。 

 

 

９ 効率的な行財政運営の推進 

急速に進む人口減少と少子高齢化は、税収の減少など、本市の行財政運営に大

きな影響を与えると考えられます。このような中で市民の負託に応えながら、「世

界遺産のまち」にふさわしいまちづくり、より豊かな市民生活を実現するために

は、従来の行財政運営をより深く見直すことが必要となっています。 

そこで、選択と集中による施策や事業の徹底的な見直し、市民や企業などさま

ざまな担い手との協働による地域課題の解決、市職員一人ひとりの意識改革や資

質向上などにより、持続可能な行財政のための基盤を見直し、確立するとともに、

より効率的な行財政運営を推進することが求められています。 
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第５章 市民の意識（ニーズ） 
本計画策定に先立ち、平成 26 年（2014 年）10 月に「第 2 次総合計画策定のた

めの市民アンケート」及び「市民満足度調査」を実施しました。それらの結果か

ら見られる市民の意識やニーズについて以下にまとめます。 

 

調査概要 

調査対象者 20 歳以上の市民 2,000 人 

対象者抽出方法 住民基本台帳から無作為抽出 

調査期間 平成 26 年（2014 年）9 月 30 日～10 月 31 日 

発送・回収方法 郵送法 

有効回答者数 786 人（有効回収率 39.3％） 

 

 

（１）富岡市の住みやすさ 

■「住みよい」「住み続けたい」がともに 7 割以上 

富岡市を「住みよい」または「やや住みよい」と感じている割合は 7 割以

上（71.0％）となっています。 

また、定住意識について、「ずっと住み続けたい」または「どちらかといえ

ば住み続けたい」とする割合も 7 割以上（74.8％）となっています。 

 

富岡市は住みよいと感じていますか 今後も富岡市に住み続けたいですか 

※ いずれも有効回答者数 N=786 人 

  

住みよい
37.7%

やや住みよい
33.3%

あまり住みよくない
8.7%

住みにくい
3.7%

どちらともいえない
15.8%

無回答
0.9%

ずっと

住み続けたい
44.3%

どちらかといえば

住み続けたい
30.5%

どちらかといえば

住み続けたくない
6.2%

住み続けたくない
3.1%

どちらともいえない
15.0%

無回答
0.9%
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（２）富岡市への愛着や大切にしたい良さ 

■「自然環境」「居住環境」「歴史・文化・伝統」の３つが愛着・誇り 

富岡市に「自分のまち」としての愛着を「とても感じている」または「やや

感じている」とする割合は 7 割以上（72.5％）となっています。 

また、大切にしたい富岡市の良さについて、「豊かな自然環境」が約 4 割で

も高く、次いで「快適な居住環境」、「歴史・文化・伝統」となっています。 

 

富岡市に「自分のまち」としての 

愛着を感じていますか 
大切にしたい富岡市の良さは何ですか 

※ いずれも有効回答者数 N=786 人 

 

  

とても感じている
31.2%

やや感じている
41.3%

あまり感じていない
10.1%

感じていない
4.2% どちらともいえない

12.3%

無回答
0.9%

豊かな自然環境
38.7%

快適な居住環境
25.7%

歴史・文化・伝統
15.6%

隣近所との付き合い
10.1%

特色のある地域産業
2.5%

その他
4.5%
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（３）富岡製糸場の世界遺産登録による意識等の変化 

■知名度は向上、市全体の活力の実感や活動への参加意欲にはまだ結びついて

いない 

富岡製糸場の世界遺産登録前後の変化について、「そう思う」割合を見ると、

「富岡市の知名度が向上した」が 8 割以上（86.3％）で特に高くなっていま

す。一方、「富岡市全体が活気づいた」、「富岡市への愛着が増した」はいずれ

も約 4 割となっています。さらに、「地域活動への参加意欲が高まった」は「そ

う思わない」が「そう思う」を上回っています。 

今後の、富岡製糸場の保全や活用等への関わりについては、「できるだけ関

わっていきたい」が も高くなっていますが、「積極的に関わっていきたい」

と合わせても約 4 割（41.6％）にとどまり、「わからない」も約 3 割となって

います。 

 

富岡製糸場と絹産業遺産群の世界遺産登録の前と後で 

上記のような変化があったと思いますか 

今後、富岡製糸場の保全や活用等 

（ボランティア活動）に 

関わっていきたいと思いますか 

※ いずれも有効回答者数 N=786 人 

  

86.3 

39.4 

37.8 

19.1 

5.7 

29.9 

35.8 

45.0 

2.4 

22.4 

17.7 

24.7 

1.1 

2.2 

2.3 

4.3 

4.5 

6.1 

6.5 

6.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

富岡市の知名度が向上した

富岡市全体が活気づいた

富岡市への愛着が増した

地域活動への参加意欲が高まった

そう思う どちらとも

いえない

そう思わない わからない 無回答

積極的に関わっていきたい
5.7%

できるだけ関わって

いきたい
35.9%

あまり関わりたくない
16.4%

関わりたくない
8.9%

わからない
29.4%

無回答
3.7%
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（４）市民の考える施策やまちづくりの方向性 

■満足度が高いのは「安全な水の安定供給」「ごみ処理対策」 

■優先度が高いのは「富岡製糸場周辺整備」「雇用対策」「企業誘致」 

富岡市の施策 55 項目それぞれの「満足度」と「重要度」について、満足度

（5 点満点）の平均値は 3.10 点、重要度（5 点満点）の平均値は 4.03 点です。 

各施策の「満足度」と「重要度」の関係から 4 つのゾーン分けをしてみる

と、いくつかの特徴的な施策（項目）が見られます。 

満足度、重要度ともに高く、市民ニーズに応じたサービスが提供されてい

ると考えられる「安定・拡大ゾーン」では、「安全な水の安定供給」、「ごみ処

理・ごみ処理対策の充実」が特徴的です。 

一方、満足度が低く、重要度が高いことから、市民ニーズに応じたサービ

スが十分ではなく、他の施策に優先した早急な取組みが必要であると考えら

れる「早期見直しゾーン」では、「富岡製糸場の周辺整備」、「雇用・勤労者福

祉対策の推進」、「企業誘致の推進」などが特徴的な項目となっています。 

 

 

               「満足度」と「重要度」の関係 

※ 図中の各項目は表現を省略して表示。6 種類の凡例は第 1 次富岡市総合計画における施策体系に

基づき分類したもの。いずれも有効回答数 N=786 人  
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■めざすまちづくりの方向は「産業・雇用」「医療・福祉」「安全・安心」「富

岡製糸場との調和」 

今後の富岡市がめざすべきまちの方向は、「農業や工業などの産業を盛んに

し、安定した職場があるまち」、「いつも安心して、医療が受けられるまち」、

「高齢者や障害者にやさしく、みんなが健康に暮らせるまち」、「犯罪が少な

く、災害に強い安心で安全なまち」、「富岡製糸場と調和した市街地整備がさ

れたまち」の 5 項目がいずれも 3 割以上となっています。 

 
        今後の富岡市はどういう方向のまちをめざすべきだと考えますか 

※ 図中の各項目は表現を一部省略して表示。いずれも有効回答数 N=786 人 

 

（５）市民サービスの満足度 

■「住民の意見や考えの反映」が課題 

「満足している」または「やや満足している」割合を見ると、「窓口案内、

電話の対応などが親切である」（61.5％）、「必要な書類などが早く手に入る」

（57.6％）は約 6 割で比較的高くなっています。一方、「住民の意見や考えが

反映されている」（14.4％）は低く、「不満である」または「やや不満である」

割合（27.7％）を下回っています。 

 

        富岡市の住民サービスについてどう思いますか 

※ いずれも有効回答者数 N=786 人 

45.7

41.3

40.2

38.3

31.7

28.9

19.6

17.0

5.3

4.7

3.3

3.3

3.2

1.4

0% 20% 40% 60%

農業・工業などの産業を盛んにし安定した職場があるまち

いつでも安心して医療が受けられるまち

高齢者や障害者にやさしく、みんなが健康に暮らせるまち

犯罪が少なく、災害に強い安心で安全なまち

富岡製糸場と調和した市街地整備がされたまち

ごみや公害が少なく、自然環境を大切にする自然豊かなまち

ﾊﾞｽ・鉄道などが利用しやすく、どこへでも出かけやすいまち

富岡製糸場・妙義山など観光施設に多くの観光客が訪れるまち

ｺﾐｭﾆﾃｨ活動やﾎﾞﾗﾝﾃｨｱなど市民活動が活発な元気なまち

ｽﾎﾟー ﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝが盛んでみんなが楽しめるまち

美術館などが整った芸術・文化のまち

高度な情報通信網が整備されたまち

誰もが、いつでも、どこでも、何でも学習できるまち

その他

26.8 

22.6 

13.4 

7.8 

3.7 

34.7 

35.0 

22.5 

19.6 

10.7 

27.4 

27.6 

44.4 

49.9 

50.8 

3.9 

5.6 

8.4 

11.2 

16.8 

3.6 

2.3 

5.2 

4.5 

10.9 

3.6 

6.9 

6.1 

7.1 

7.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

窓口案内、電話の応対などが親切である

必要な書類などが早く手に入る

分からないことなどが相談しやすい

必要な情報が入手しやすい

住民の意見や考えが反映されている

満足している やや満足している どちらともいえない やや不満である 不満である 無回答
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第１章 趣旨とまちづくりの理念 

第１節 基本構想の趣旨 

基本構想は、本市が自立した都市として持続的に発展するための「まちづくり

の理念」と「めざす将来像」を明らかにし、これを実現するための基本目標、主要

施策、施策の体系を示すもので、総合的かつ計画的なまちづくりの基本となるも

のです。 

 

第２節 まちづくりの理念 

本市のまちづくりの目的は、平和な社会のもと、安全で安心な環境の中、すべ

ての市民が生きがいと活気に満ち、心豊かに暮らせる地域社会を実現することで

す。 

しかし、現在私たちは、地球温暖化などの環境問題、少子高齢化や人口減少、

産業構造や雇用体系の変化、地域コミュニティの希薄化など、多くの課題を抱え

ており、まちづくりの目的を果たすためには、新たで多様な視点での取組みが必

要となっています。 

特に私たち市民と行政は、世界遺産・国宝となった富岡製糸場を誇りに、人類

共有の宝として守り続けるとともに、世界遺産が存在するにふさわしいまちを次

代に継承していく責務を負っています。 

 

そこで私たちは、「まちづくりの基本理念」を以下とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

私たちは、市民一人ひとりが主体的に考え、行動するとともに、互い

に支え合い、地域が一体となって、だれもが生きる喜びを感じられるま

ちづくりに努めます。そして、世界遺産・国宝「富岡製糸場」と歴史・

文化、豊かな自然の保存・整備・活用を図り、活気と誇りに満ちた「世

界遺産にふさわしいまち とみおか」を創り続けます。 
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第２章 将来像と基本目標 

第１節 めざす将来像（都市像） 

私たちは、まちづくりの基本理念に基づき、めざす将来像（都市像）を次のよ

うに定めます。 

 

 『世界遺産にふさわしいまち とみおか』 
 

 

第２節 将来像実現のための基本目標 

私たちは、めざす将来像（都市像）を実現するため、以下の 6 つをまちづくり

の基本目標とします。 
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第３章 施策の大綱 

第１節 まちづくりの基本目標 

 

 

基本目標１ 次代につなぐ安全・安心なまち 

【環境・安全】 

 

 

豊かな自然環境と水資源を有することを誇りに、温室効果ガスの排出削減や省

エネルギー対策、家庭・企業のごみの減量化・資源化を進めるとともに、水資源

を守り、環境負荷の低い、人と地球にやさしいまちをつくります。 

また、市民の生命と財産を守るため、防犯・防災や交通安全対策を推進し、安

全で安心して暮らせるまちを目指します。 

 

１． 地球と地域の環境を守り、次代につなぐため、市民、事業者、行政がそれ

ぞれの役割と責任に基づき、温室効果ガスの削減や再生可能エネルギーの

活用など、環境負荷の軽減を図る取組みを促し、強化します。また、環境

問題に対する理解を深めるとともに、地域特性を考慮した適切な対応策を

推進します。 

特にごみの減量化・資源化を進めるため、家庭や事業者によるごみの発

生・排出抑制を促進するとともに、循環型社会の推進を目指します。 

 

２． 災害から市民の生命と財産を守り、あらゆる災害に迅速かつ的確に対処

するため、関係機関との連携を強化し、防災機能を整えるとともに、ハザ

ードマップ等を活用した地域防災力の強化を図ります。 

また、市民が安全に安心して生活がおくるよう、地域特性を活かした防

犯体制の強化、消費者の保護と安全な暮らしの支援など、さまざまな問題

への対策を進めます。 
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基本目標２ 人にやさしく、だれもが快適に暮らせるまち 

【都市基盤】 

 

 

人にやさしく、快適で活力あるまちづくりのため、市内の各地域の特性と均衡

に配慮した適切な土地利用、賑わいのあるまちなか空間の創造、歴史や文化の薫

る景観形成を図ります。また、だれもが利用しやすい公共交通体系、道路網、公

園などの整備を推進し、快適に暮らせる生活環境を備えた利便性の高いまちを目

指します。 

 

１． 富岡製糸場をはじめとする文化・歴史的資産、豊かな自然環境や地域の

特性と調和した計画的な土地利用を推進するとともに、だれにもやさしく、

だれもが快適に暮らせるまちづくりを推進するための都市基盤の整備、景

観形成を図ります。 

また、人々が交流し、賑わい、住む人にとっても、訪れる人にとっても安

全で快適な、富岡製糸場を核とした中心市街地の整備を目指します。 

 

２． 鏑川、高田川等の豊かな水は地域を潤すだけでなく、首都圏 3 千万人の

生活と産業の源となる利根川水系の上流でもあり、私たちには、暮らす地

域の水環境を守るだけでなく、水源地域として下流域まで含めた水環境保

全を図る責務があります。そのために、公共下水道の計画的な整備や合併

処理浄化槽の整備など、汚水の適正処理を推進します。 

また、安全でおいしい水道水や安定的な都市ガスの供給等、市民の快適

な暮らしを支える生活基盤の整備と安定的な維持推進を図ります。 

 

３． 市民生活や経済活動を支え、人々の幅広い交流を支える鉄道、乗合タク

シーなどの公共交通について、必要性や効果などを総合的に検討し、円滑

で機能的な体系の確立に努めます。 

また、公共交通のあり方の検討や自転車利用の促進等、これからの時代

に則した総合的な交通基盤の充実を図ります。 
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基本目標３ 世界に誇る地域資源を活かした力のあるまち 

【産業・経済】 

 

 

市民の豊かな暮らしと活力あるまちの実現に向け、日本の近代化の原動力とな

った富岡製糸場が生み出した「ものづくり」の精神や、農・工・商連携による地域

の産業を継承し、自然環境や生活環境への配慮のもと、地域特性に合った工業団

地の整備、企業・人の誘致や雇用の創出を推進します。 

また、ものづくり産業の集積、新たな産業の創出・育成、富岡製糸場の存在を

活かした魅力ある商業やサービス業、農林業などの地域産業と観光を振興し、活

力と賑わいのあるまちを目指します。 

 

１． 働く場の減少や画一化は、若年層の市外への流出や地域の活力低下を招

き、人口減少の直接的な原因となります。多様で豊かな雇用の場を創出す

るために、東京都心とつながる交通網の利便性、自然災害の少なさなどの

優位性を活かし、工業団地の整備や企業誘致を計画的に推進します。 

また、既存企業が地域で成長・発展し続けられるよう、周辺地域との連

携や協力を図りながら、支援の強化やそのための情報収集を図ります。さ

らに、新規起業の支援、良好な労働環境づくりを促すとともに、若者はも

とより、女性、高齢者、障害者などの就業機会を一層拡大し、だれもが心

豊かで、安定した生活がおくれる、社会活力があふれるまちを目指します。 

 

２． 農林業を取り巻く環境が厳しくなる中、消費者に選ばれる安全で安心な

農林産物の継続的な生産が求められています。そのために、関係団体の協

力を得た地産地消の推進、本市産の農林産物の PR 活動、魅力的な特産物

の開発、安定した生産体制づくりの支援に取組みます。 

また、農林業従事者の安定した経営基盤づくりを支援するとともに、新

規参入者への積極的な支援を行うなど、担い手の確保と育成に努めます。 

 

３． 富岡製糸場を核とする豊かな観光資源、地域の魅力を 大限に引き出す

発信力（観光プロモーションの取組み）を強化し、交流人口の増加を図る

とともに、他市町村との広域的観光連携に基づく戦略的な観光・商業振興

を図ります。 

また、外国人観光客を視野に入れた本市らしい「おもてなし」や魅力あ

る観光商品、飲食物、サービスの開発と支援に努めます。 
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基本目標４ 地域に誇りを持ち、世界とつながり合う人が育つまち 

【教育・文化】 

 

 

子ども達が学ぶ喜びを実感できる教育内容や施設の充実を図るとともに、学校・

家庭・地域の連携を深め、子ども達が家族や郷土を愛し、広く世界に目を向け、

自ら学び、心豊かに成長できる地域ぐるみの教育環境の充実を目指します。 

また、市民のだれもが文化、芸術、歴史や伝統にふれ、スポーツに親しむ機会

を持ち、生きがいを持てる、だれもがいきいきと学び、育つまちを目指します。 

 

１． 近年、国際化、情報化など、子ども達を取り巻く環境は大きく変化して

います。そのような変化の激しい社会を生き抜くことができるよう、子ど

も達一人ひとりが「生きる力」を確実に身につけられるような教育を推進

します。そのために、教職員の人材育成や資質向上、安心・安全な教育設

備の整備など、充実した学校生活がおくれる環境づくりに努めます。 

また、学校・家庭・地域が連携し、地域ぐるみで子ども達を育む教育環境

を充実させるとともに、学校が持つ教育資源を地域に活かし、地域活動と

連携した学校運営に努めます。 

 

２． だれもが、いつでもどこでも学べる場や機会の充実を図り、生涯を通じ

て学習活動に取組むことができる環境整備に努めます。特に、世界遺産・

国宝である富岡製糸場や国指定重要文化財である貫前神社、妙義神社、旧

茂木家住宅をはじめとする地域の歴史や文化を知り、学び、郷土の誇りを

育めるよう努めます。 

また、市民が生涯を通じて健康でいきいきと暮らせるよう、気軽にスポ

ーツを楽しめる環境や機会の充実を図ります。特に、地区公民館を拠点と

した、地域における生涯学習を推進することにより、学びを通した地域づ

くりを図ります。 

 

３． 富岡製糸場をはじめとする数多くの貴重な歴史的・文化的資源を後世に

永久的につないでいくため、国や県と連携した計画的な保存・整備を推進

し、「世界遺産のまち」としての役割と責務を果たします。 

また、本市の地域資源のすばらしさを広く世界にアピールするとともに、

世界中の人々や地域・文化を学び、認め合い、共生できる市民と子ども達

の育成を図ります。 
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基本目標５ だれもが健やかに安心して暮らし続けられるまち 

【健康・福祉】 

 

 

年齢や障害の有無に関わらず、だれもが住み慣れた地域で、健やかに安心して

暮らし続けられる社会の実現に向け、多様な市民ニーズに応じた福祉サービスの

向上、高齢者や障害者のそれぞれの状況に応じた支援の充実、地域でともに支え

合う地域福祉の促進を図ります。 

また、子どもを安心して産み・育てられる環境づくり、それぞれのライフステ

ージに応じた健康づくり、適切な医療サービスを受けられる地域医療体制の充実

を図るなど、市民が生涯を通じて健康を維持・増進できるまちを目指します。 

 

１． だれもが住み慣れたまちで、健やかに安心して暮らし続けられるよう、

人と人とのつながりを大切にし、地域で支え合う福祉のまちづくりを推進

します。また、障害の有無やその状況と、それぞれの意向に則した支援や、

介護が必要となってもその人らしく地域で暮らし続けられる支援に努めま

す。 

そのために、地域福祉コミュニティや福祉ボランティア活動への支援を

推進するとともに、それぞれの状況に則した適切な支援を進めます。 

 

２． 安心して子どもを産み、育てられ、次代を担うすべての子ども達がのび

のびと健やかに成長できる環境づくりを推進します。 

そのために、子どもの個性や生活状況に配慮した保育や、地域全体で見

守り、支え合う子育て支援の充実を図ります。また、子育ての不安や悩み

に対応できる相談体制、仕事と生活との調和（ワーク・ライフ・バランス）

の促進、さまざまな世代間の交流活動などの充実を図ります。 

 

３． 市民自らがライフステージに応じた健康づくりに取組み、だれもが健や

かに安心して暮らせるよう、2 つの公立病院を核とした健康診断・保健指

導及び各種がん検診などの健康づくり・予防医療体制を充実させるととも

に、かかりつけ医との連携、地域によって不足している診療科開業医の誘

致など、医療サービスを適切かつ円滑に提供できる地域医療の充実を図り

ます。 

また、食品の安全性の確保、感染症の予防など、暮らしに密着した生活

衛生環境の向上と知識の普及に努めます。 
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基本目標６ みんなで支え合い、みんなで創る協働のまち 

【市民協働・行政運営】 

 

 

市民と行政がそれぞれの役割と責任を自覚し、理解し合い、ともに地域の問題

や課題に取組む市民協働のまちを目指します。 

また、地方分権による権限委譲などが一層進む中、より計画的で持続可能な行

政運営を目指します。 

 

１． 各地区の地域づくり協議会を中心とする地域組織の育成や活動を支援し、

市民同士がつながり合い、支え合う地域コミュニティの充実と活性化を促

進します。 

また、市民と行政との協働によるまちづくりを進めるため、担い手とな

る市民活動団体を支援するとともに、さまざまな協働の仕組みを構築しま

す。 

 

２． 市民一人ひとりがそれぞれの違いを認め合い、互いを尊重し、能力と個

性を発揮できる、人権尊重・男女共同参画社会を実現します。 

また、「世界遺産のまち」として、姉妹都市をはじめとする地域間交流や

海外都市、在住・訪問外国人との交流を支援し、多様な歴史や文化を尊重

する平和な社会の実現を目指します。 

 

３． 地方分権による権限委譲などを受け、より自立した力強いまちの実現に

向け、市民ニーズへの的確な対応と地域特性の活用を積極的に推進します。 

また、広報・広聴活動を充実させ、市民と行政が市政情報・政策課題を共

有する仕組みや市民の意見、考えを市政に反映させるさまざまな手法を整

備し、市民協働によるまちづくりを目指します。 
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第２節 基本構想の実現に向けて 

基本構想に掲げる将来像「世界遺産にふさわしいまち とみおか」と 6 つのま

ちづくりの基本目標の実現に向け、次の 3 つを基本方針とします。 

 

（１）「世界遺産があるまち」から「世界遺産にふさわしいまち」へ 

「世界遺産がある」ことを誇りにしつつ、都市としての自立をさらに進めると

ともに、「世界遺産にふさわしいまち」としての責務を果たし、活気と誇りに満ち

た先進的なまちを目指します。 

そこで、他市町村や世界遺産・産業遺産を擁する国内外の他の都市や地域との

さまざまな施策分野での交流と連携を深めます。 

また、自然や環境との調和を重視し、地域資源を活かしながら、心の豊かさを

感じることができる質の高いライフスタイルを生み育て、広く全国に発信できる

まちづくりを目指します。 

 

 

（２）市民と行政の協働によるまちづくり 

市民と行政の協働によるまちづくりを進めるには、市民一人ひとり、地域やＮ

ＰＯなどの市民活動団体、企業・事業所、学校、研究機関など、まちづくりを担う

主体の間に対等な信頼関係が結ばれることが必要です。 

そこで、より多くの市民がまちづくりに関心を持ち、主体的に参加できるよう、

市政に関する情報を積極的に公開し、情報の共有化を進めます。そして、各主体

間が連携するまちづくりに「行政が参加する」ような、市民主導のまちづくりを

目指します。 

 

 

（３）市民の幸福度と満足度を高めるための行政評価と財政基盤の強化 

市政に対する市民の満足度を高めるには、市民ニーズや意見を的確に把握し、

常に質の高い行政サービスを提供することが求められます。そのためには、施策

や事業の進捗状況の客観的な把握、結果や成果の評価が必要です。また、質の高

い行政サービスを支える財政基盤の強化が不可欠です。 

そこで、行政サービスに対する市民の満足度や行政評価制度の結果を施策や事

業に反映させる仕組みづくりを進めるとともに、計画的な歳入の確保と歳出の抑

制を図ります。 
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第３節 施策の体系 

基本構想に掲げる将来像「世界遺産にふさわしいまち とみおか」を実現する

ための基本目標と、それに対応する主要な施策を以下のように設定します。 
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Ⅲ 前期基本計画 
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２つの重点施策 
 

全国的な少子高齢化とそれに伴う人口減少の進行は、経済活動の縮小、社会保

障費の増大、社会活力の低下などをもたらし、さらには地域社会の維持そのもの

を困難とすることが憂慮されています。 

本市においても、全国的な傾向と同様に、少子高齢化と人口減少が進行してお

り、地域の経済活動を支える生産年齢人口、次代を担う年少人口、65 歳以上の老

年人口のバランスが今後大きく変化することが予想されます。 

そのような社会構造の変化の中にあっても、次代を担う子ども達が健やかに育

ち、だれもが健康で、生きがいを持って、心豊かに暮らすことができる社会であ

り続けるためには、基本構想に掲げる 6 つの目標の達成を目指し、施策を推進す

ることが必要です。そしてそれを支えるための人口規模と高い生産年齢人口比率

を維持し、市の財政力と地域の活力を確保し続けることが重要な課題となってい

ます。 

また、平成 26 年（2014 年）6 月に世界遺産に登録された富岡製糸場とその周

辺には多くの観光客が訪れ、これまでにない活気にあふれています。これを地域

の財産として 大限に活用し、市内全域にその効果を波及させ、市民生活のさら

なる向上につなげることが重要な課題となっています。これに対応するため、平

成 26 年度に庁内組織として「富岡製糸場を核としたまちづくり事業推進本部」と

その下部組織「富岡製糸場を核としたまちづくり事業プロジェクト」を立ち上げ、

さまざまな事業を展開しています。 

これらを踏まえ、本市では、さらなる行政サービスの向上を目指し、バランス

の取れた年齢構成の人口構造を維持するため、次の 2 つを重要施策として位置づ

け、その実現を推進します。 
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重点施策１ 
 

少子高齢化や人口減少への対応 
 

住民基本台帳に基づく本市の人口は、平成 18 年（2006 年）3 月の市町合併時

と比較して平成 27 年（2015 年）4 月では 3,697 人、割合にして約 6.8％減少して

います。今後、年少人口と生産年齢人口は市内全地域で減少することが予測され

ており、地域社会を維持する上で深刻な状況となっています。 

少子高齢化とそれに伴う人口減少への対応は急務であり、子育て、保健、医療、

教育、産業・雇用、市民協働、移住・定住等、幅広い分野にわたる施策を、総合的

かつ効果・効率的に推進する必要があります。 

特に、出産からの切れ目のない子育て支援と子ども達の教育環境の充実を重視

し、子育て世帯に対する経済的支援、家庭、学校、地域が一体となって子どもを

見守り、育む環境づくり、若い世代の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン

ス）の実現のための支援、子ども達それぞれに合わせたきめ細かな対応による確

かな学力と豊かな心を育てる教育環境づくりなどによって、子どもを産み、育て

る魅力にあふれた環境を整えていきます。また、高齢になっても生きがいをもっ

て、地域でいきいきと安心して健康に暮らし、地域を支える力を発揮できる環境

を整えていきます。このような、子育てがしやすく、高齢になっても暮らしやす

い環境を整備するためには、市民の生活により身近な地域における取組みが重要

であり、地域づくり協議会をはじめとする地域主体の活動を支援するとともに、

市民同士や市民と行政による協働を推進していきます。 

多様な世代の就労環境づくりや求人・求職のミスマッチの解消に努めるととも

に、市内企業に対する支援強化、事業拡大や起業・創業の促進、工業団地の整備、

市外からの企業誘致など、企業立地促進策の拡充に努めます。さらに、本市の特

性を活かし、Ｕ・Ｊ・Ｉターン等による就職・転職者の受入体制の充実を図り、若

い世代を中心とした市外への転出の抑制と、市内への転入の促進に努めます。 

本計画において少子高齢化や人口減少への対応と関連する主な視点 
第 1 章 
環境・安全 

・低炭素・循環型社会
・墓地・聖苑の維持管理

・消費者の保護 
・防災・防犯・安全確保 など

P45
～

第 2 章 
都市基盤 

・水道やガスの安定供給
・道路の計画的な整備・改修 
・居住環境の整備 
・公共交通の確保・利便性向上

・効率的・効果的な汚水処理
・公園・緑地の計画的な整備 
・計画的な土地利用 

など

P55
～

第 3 章 
産業・経済 

・企業誘致や既存企業支援
・創業・起業支援 
・農林業振興

・観光交流
・就労・雇用対策 
・地域資源のブランド化 など

P73
～

第 4 章 
教育・文化 

・学校教育の充実
・生涯学習の充実

・青少年の健全育成 
・地域資源の保存・活用 など

P85
～

第 5 章 
健康・福祉 

・高齢者福祉の充実
・子育て支援の充実

・地域福祉の充実 
・保健・医療・救急体制 など

P107
～

第 6 章 
市民協働・行政運営 

・市民協働
・行政サービスの充実

・国際交流・地域間交流 
・持続可能な行財政経営 など

P125
～
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重点施策２ 
 

富岡製糸場を核としたまちづくり 
 

富岡製糸場の世界遺産登録を本市のまちづくりの大きな転換期と捉え、この機

を逃さず、スピード感を持った行政運営を行うため、平成 26 年（2014 年）に「富

岡製糸場を核としたまちづくり事業推進本部」（以下「事業推進本部」）を庁内組

織として立ち上げ、庁内を横断した取組みを推進しています。 

一方、同じ平成 26 年（2014 年）、国では、我が国が直面する人口減少という大

きな課題への国をあげての取組み強化が図られ、政府が一体となって取組むとと

もに、各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生できるよ

う「まち・ひと・しごと創生本部」が設置されました。また、日本全体の人口の将

来展望を示す「長期ビジョン」とそれを踏まえた今後 5 か年の「総合戦略」を策

定し、都道府県や市町村に対しても、地域の特色や地域資源を活かして住民に身

近な施策を幅広く盛り込んだ独自の「地方版総合戦略」の策定と、その実施を求

めています。 

これを受け、本市では、「事業推進本部」の取組みを基に、平成 27 年度（2015

年度）から平成 31 年度（2019 年度）の 5 か年を計画期間とした「富岡市総合戦

略」（以下 総合戦略）を策定します。 

本計画で定めた、めざす将来像『世界遺産にふさわしいまち とみおか』の実

現のため、富岡製糸場を核としたまちづくりを推進するとともに、「総合戦略」及

び「事業推進本部」による取組みにおいても、市の 上位の指針である本計画と

の整合性を図るものとします。 

 
本計画と「総合戦略」・「事業推進本部」との関係 
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本計画における主な基本施策と「事業推進本部」による課題・取組みとの整合 

第 2 次富岡市総合計画 事業推進本部 

第 2 章 
都市基盤 

8 

9 

10 

11 

12 

安全で利便性の高い都市基盤の整備

快適で美しい都市環境の整備 

豊かな住環境の形成 

計画的な土地利用の推進 

公共交通の確保と利便性の向上 

P62 

P64 

P66 

P68 

P70 

富
岡
製
糸
場
周
辺
の
整
備 

世界遺産の活用 

道路整備・サイン計画 

街並み景観の保全創出 

まちなかに点在する歴史的建造物の活用

まちなかの住民生活 

第 3 章 
産業・経済 

13 

14 

15 

商工業の振興と雇用対策の推進 

農林業振興の推進 

観光振興の推進 

P74 

P78 

P82 

産
業
・
観
光
振
興 

蚕糸・絹業の維持存続と技術の継承 

蚕糸・絹業システムの構築 

国産シルクの消費拡大 

滞在型観光地づくり 

観光ネットワーク構築 

戦略的な観光情報の発信 

観光ガイド、製糸場解説員の育成 

株式会社まちづくり富岡の発足 

工業団地の整備 

地
域
活
性
化
と
人
材
育
成 

商業等の活性化 

富岡製糸場の学習の充実 

伝統芸能の普及啓発 

文化芸術の地域活性化 

第 4 章 
教育・文化 

21 

22 

23 

富岡製糸場の保存と整備活用 

歴史・伝統・文化資源の保存と活用

文化活動の充実 

P98 

P102

P104

富
岡
製
糸
場
の
整
備
活
用 

西置繭所の活用公開 

製糸工程の動態展示 

便益施設の整備 

見学範囲の拡大 

社宅・乾燥場の整備活用 

ぐんま絹遺産の普及啓発 

シルク関連史料の公開展示 

第 5 章 
健康・福祉 

26 子育て支援の充実 P114 地
域
活
性
化
と
人
材
育
成 

子育て支援環境の整備 

地域リーダーの育成 

おもてなし意識の向上と実践 

移住・定住化対策の実施 

第 6 章 
市民協働・

行政運営 

30 

32 

市民協働の推進 

国際交流・地域間交流活動の推進 

P126

P130
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第１章 環境・安全 

次代につなぐ安全・安心なまち 
 

 

 

 

 

 １ 低炭素・循環型社会の構築 

 ２ 安心して暮らせる環境の整備 

 ３ 防災・防犯・安全確保体制の充実 

 ４ 消防体制の充実 
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１ 低炭素・循環型社会の構築 
 

 

 

 自然エネルギーが積極的に活用され、環境負荷の少ないまちになって

います。 

 市民がごみの減量化や資源化に積極的に取組んでいます。 

 

現状・課題 

・化石燃料の使用量を減らし、太陽光やバイオマス※1などの自然エネルギーの使用割

合を徐々に高めることが求められています。 

・群馬県は全国的にみて、一人当たりのごみの排出量が非常に多く、本市は県内で中

位の排出量となっています。ごみの排出量削減や分別回収の徹底、有価物集団回収

による、資源としての循環的な利用などの一層の促進が必要です。 

・ごみ処理施設の老朽化に対し、長寿命化のための工事や、複数の市町村が共同で処

理を行う広域化の検討が必要です。 

・高齢化や人口減少を背景に、土地の管理が行き届かず、地域の生活環境に影響が及

ぶケースが増加しています。 

 

施策の展開 ～課題解決のための事業 

 １ 自然エネルギーの活用 

・富岡市自然エネルギー活用推進委員会※2の協議を推進し、施策に反映させます。 

・市営施設への自然エネルギー活用設備の導入を推進します。 

・電気自動車用充電ステーション整備を推進し、次世代型自動車※3の普及を図ります。

 

 ２ ごみの減量化 

・生ごみの水切り運動など、家庭からのごみ排出量削減を推進します。 

・分別回収や有価物集団回収を促進し、資源としての循環的な利用を図ります。 

 

 ３ ごみ処理施設の維持管理 

・施設の長寿命化のための適正な維持管理と計画的な修繕・整備を図ります。 

・一般廃棄物処理施設の広域化を検討します。 

 

 

目指す姿 



１ 低炭素・循環型社会の構築 

47 

 

 

 

 ４ 環境保全活動の支援 

・環境課題に取組む市民主体の活動を支援し、連携を図ります。 

・剪定枝破砕機や自走式草刈機などの機器貸し出しにより、土地の適正な管理など、

地域の環境保全に取組む市民の活動を支援します。 

 

 

市民の役割 

・省エネルギーに努め、自然エネルギーの活用に関心を持ちましょう。 

・家庭から出るごみに関心を持ち、その削減と資源としての再利用に努めましょう。

・土地の適正管理に努め、地域の環境保全に協力しましょう。 

 

まちづくりの目標 

 
指標 指標の説明 

現在 

（平成26年度）

中間目標 

（平成30年度） 

終目標

（平成38年度）

 市民 1 人 1 日当たり生活系ご

み排出量 

生活系ごみ排出量の削減状況

を測る指標 

「生活系ごみの年間排出量／

365 日／総人口」 

823g 798g 748g 

 有価物集団回収量（年間） 資源としての循環的な利用の

状況を測る指標 

1,474t 1,434t 1,359t 

 

 

関連する計画・指針等 

 名称 計画期間 

 地域新エネルギービジョン 平成 21 年度～ 

 

 

一般廃棄物処理基本計画 平成 28 年度～42 年度 

環境基本計画 平成 24 年度～33 年度 

 
※1 バイオマス：木材、海草、生ごみ、紙、ふん尿等の再生可能な生物由来の有機性資源のことで、化石資源を

除いたもの 

※2 富岡市自然エネルギー活用推進委員会：行政活動並びに市民の生活及び生産活動等への自然エネルギー（太
陽光、太陽熱、水力、風力、バイオマス等）の効果的な導入及び活用を促進するための方策を検討し、循環
型社会の構築を目指すことを目的に、学識経験者、公募による市民及び行政関係者等により組織された委員
会 

※3 次世代型自動車：ハイブリッド自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、ク
リーンディーゼル車、天然ガス自動車等 
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２ 安心して暮らせる環境の整備 
 

  
 環境に優しい製品が積極的に選択され、賢い消費活動が一般化してい

ます。 

 相談体制が充実し、安心して消費生活がおくれています。 

 墓地や斎場が安心して利用できます。 

 

現状・課題 

・消費生活センターでは、振り込め詐欺や悪質商法による被害及び多重債務問題、食

品の偽装表示など、消費者に不利益が生じるトラブルに対して、有資格の相談員が、

きめ細やかな相談対応をしています。これによって、トラブルが解決に至る割合は

県内で比較的高い水準を維持しています。 

・消費者に不利益が生じるトラブル防止のための啓発活動と、発生した場合の迅速な

対応がより一層求められています。 

・一人ひとりの消費行動や選択が、地球規模での環境や世界の人々の働き方に影響す

ることが認識され、賢い消費を促せるよう、より一層の啓発が必要です。 

・市民ニーズに応じた適切な墓地用地の提供ができるよう、市営墓地用地の取得及び

新規造成整備が求められています。 

・指定管理者によって管理されているかぶら聖苑の安定的な運営と施設の利便性向上

が求められています。 

 

施策の展開 ～課題解決のための事業 

 １ 消費生活センター運営の充実 

・専門知識を持つ弁護士、司法書士、警察及び県の関係機関などと連携した相談体制

を強化し、より充実した相談対応に努めます。 

・相談員の資質向上と情報収集に努め、多種多様化する相談内容に対応します。 

・トラブルの回避や賢い消費活動のための、より迅速な情報提供に努めます。 

 

  

目指す姿 
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 ２ 消費者の支援・育成 

・賢い消費を促す啓発と知識の普及を推進します。 

・一人ひとりの消費活動が、地球環境や世界の人々の働き方に影響することを知り、

行動に移せるよう消費者教育を推進します。 

・くらしの会などの機関・団体と連携して、消費生活に直結した出前講座をきめ細か

く開催します。 

・市民向け無料法律相談や行政相談を開催します。 

 

 ３ 市営墓地整備・かぶら聖苑維持管理の充実 

・民間墓地の動向を見据え、適正な規模の用地確保と造成整備を推進します。 

・市民ニーズに応じた安定的な運営と設備の維持・整備を推進するとともに、利便性

の向上を図ります。 

 

市民の役割 

・消費者トラブルなどがあったときは迷わず消費生活センターに相談しましょう。 

・出前講座の積極的な活用と参加、広報紙等からの情報収集に努めましょう。 

・市営墓地、かぶら聖苑の施設や備品を大切にしましょう。 

 

まちづくりの目標 

 
指標 指標の説明 

現在 

（平成26年度）

中間目標 

（平成30年度） 

終目標

（平成38年度）

 出前講座参加人数 消費者教育の推進機会の充実

を測る指標 

753 人 900 人 1,000 人 
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３ 防災・防犯・安全確保体制の充実 
 

  
 自然災害に強いまちで、交通事故や犯罪も少なく、だれもが安心して

暮らしています。 

 大規模災害に備えて、市民の自助、地域の共助、行政による公助の協

働体制が確立されています。 

 世界遺産・富岡製糸場を人類共有の宝として守り続けるための、全市

を挙げた危機管理体制が整っています。 

 

現状・課題 

・市民、事業者、行政の協働による、「世界遺産があるまち」にふさわしい防災対策、

危機管理体制の確立が求められています。 

・地域ぐるみで防犯・防災意識の高揚や体制づくりに努め、有事の対応力を強化する

ことが必要です。 

・富岡製糸場等への旅行者の安全管理について、関係機関と連携した推進が必要です。

・警察、交通安全協会、交通指導員などの協力のもと、主に子ども達や高齢者を対象

に実施している交通安全教育・啓発活動をさらに強化・継続することが必要です。

・空き家等が増加しており、その適正な管理と、倒壊等の危険性がある場合への対応

が必要です。 

・市内の建築物の耐震化率は 6 割程度にとどまり、大きな地震の発生による甚大な被

害が予想されるため、既存建築物の耐震化をさらに進めることが必要です。 

 

施策の展開 ～課題解決のための事業 

 １ 市民の防災意識の高揚 

・市民や事業者に対し、地域防災計画や国民保護計画の周知と徹底を図るとともに、

防災訓練の実施などにより計画の実効性を高めます。 

・広報紙や各種講演会開催などを通じ、防災意識の高揚と知識の普及に努めます。 

 

 ２ 防災体制の充実 

・市民、事業者、行政の協働により、富岡製糸場やその周辺を対象とした防災計画の

策定やそれに基づく防災訓練を実施します。 

・民生児童委員、区長会等と連携し、高齢者や障害者等の避難行動要支援者の把握に

努めるとともに、避難方法や被災時の生活の確保を図ります。 

 

 

目指す姿 
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・防災行政用無線の整備と維持管理、市職員の情報機器操作技術の習熟などにより、

災害時の情報収集・提供体制の強化を図ります。 

・景観・耐震化・リフォームの各補助制度のパッケージ化等、補助制度の充実を図

り、建築物の耐震化を促進します。 

 

 ３ 防災・防犯体制の促進 

・警察、消防などと連携・協力し、地域ぐるみの防災・防犯意識の高揚を図るととも

に、地域づくり協議会と連携した防災・防犯体制を強化します。 

 

 ４ 交通安全教育・啓発の充実 

・パレードや街頭指導等を通じて交通安全教育の充実を図ります。 

 

 ５ 空き家の適正管理 

・空き家台帳を整備し、空き家の所在地や所有者・管理者の把握を図るとともに、適

正管理の指導に努めます。 
 

市民の役割 

・防災訓練や地域ぐるみで行う防災・防犯活動に積極的に参加しましょう。 

・交通安全に努めましょう。 

・空き家の適正管理に努めましょう。 
 

まちづくりの目標 

 
指標 指標の説明 

現在 

（平成26年度）

中間目標 

（平成30年度） 

終目標

（平成38年度）

 市民 1,000 人当たりの交通事

故による人身事故発生件数 

交通人身事故の減少を目指す

指標 

「人身事故件数／総人口（千

人）」 

6.6 件 

 

6.1 件 

 

5.6 件 

 

 

関連する計画・指針等 

 名称 計画期間 

 地域防災計画 平成 18 年度～ 継続した見直し 

 避難支援プラン全体計画 平成 21 年度～ 継続した見直し 
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４ 消防体制の充実 
 

  
 消防体制が強化され、市民が安心して暮らしています。 

 市民が消防や防災などの活動に積極的にかかわり、「消防力・防災力」

が強いまちになっています。 

 

現状・課題 

・火災や災害時の適切で迅速な対応に加え、火災予防の重要性を踏まえた市民への啓

発や、市民と連携した活動を推進し、「消防力・防災力」の強化に努めています。 

・消防団車両や消防団詰所、防火水槽などの設備が老朽化しているため、計画的な更

新や改修・補修が必要です。 

・消防の水利環境が脆弱な地域への消火栓、防火水槽の優先的な設置が必要です。 

・消防団員の確保が困難な状況にあり、入団の促進と技術向上が必要です。 

 

施策の展開 ～課題解決のための事業 

 １ 消防施設の整備 

・老朽化した消防団車両を計画的に更新し、消防機能の維持・向上を図ります。 

・消防団活動の拠点となる消防団詰所の建替えや補修を計画的に推進します。 

・消火栓、防火水槽の新設及び既存の消防水利の維持管理に努め、消防水利環境の確

保を図ります。 

 

 ２ 消防団活動の充実強化 

・富岡甘楽広域消防本部及び自主防災組織※1との連携を図り、総合的な地域防災体

制の確立を目指します。 

・災害から市民を守る消防団の必要性、活動内容等の周知に努めるとともに、市内の

事業者と連携し、消防団員の確保に努めます。 

・消防団員の教育訓練等への積極的な参加を促進し、技術向上を図ります。 

・富岡製糸場の火災を想定した総合訓練を定期的に実施し、予測される被害の緩和を

図ります。 

 

  

目指す姿 
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 ３ 火災予防対策の強化 

・火災予防広報等の予防消防活動を推進し、火災予防意識の普及に努めます。 

 

市民の役割 

・消防団の活動を理解し、協力しましょう。 

・消防や防災などの活動に積極的に参加しましょう。 

・火災予防に対する意識を高めましょう。 

 

まちづくりの目標 

 
指標 指標の説明 

現在 

（平成26年度）

中間目標 

（平成30年度） 

終目標

（平成38年度）

 消防水利設置基準充足率 消防水利の充実を測る指標 

「水利基準を満たしている消

防水利設置数／設置基準数※2

（1,047 基）×100」 

52.9％ 53.5％ 54.5％ 

年間火災発生件数 火災減少に向けた予防消防活

動の効果を表す指標 

20 件 18 件 15 件 

 
※1 自主防災組織：地域住民による任意の防災組織 

※2 設置基準数：消防庁によって定められた消防水利の設置数の基準で、本市では 1,047 基 
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第２章 都市基盤 

人にやさしく、だれもが快適に暮らせるまち 
 

 

 

 

 

 ５ 水道事業の充実 

 ６ ガス事業の充実 

 ７ 下水道・浄化槽の整備推進 

 ８ 安全で利便性の高い都市基盤の整備 

 ９ 快適で美しい都市環境の整備 

 10 豊かな住環境の形成 

 11 計画的な土地利用の推進 

 12 公共交通の確保と利便性の向上 
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５ 水道事業の充実 
 

  
 おいしく、安全な水道水が安定供給されており、市民は安心して水道

水を使用しています。 

 

現状・課題 

・市民生活の礎として、また世界遺産の富岡製糸場を核としたまちづくりを進めるう

えで、常に安全で安心な水道水を安定して供給することが求められており、適切な

水道料金体系のもと、さらなる水質管理体制の充実と、計画的な施設整備、維持管

理が必要です。 

・災害等の発生時においても安全な水道水が供給される体制の確保が必要です。 

・平成 29 年（2017 年）4 月に上水道と簡易水道の事業統合が予定されています。 

・人口減少、節電や節水意識の浸透、環境に配慮した節水型機器の普及などの影響で

水需要が変化しています。また、導・配水管の老朽化が進行しており、安全で安心

な水道水を安定供給するためには、将来の水需要を考慮した施設更新が必要です。

・施設整備の耐震化には莫大な予算が必要となるため、効率的な推進のための検討が

必要です。 

 

施策の展開 ～課題解決のための事業 

 １ 水道事業の健全経営 

・水道事業基本計画を策定し、将来の水需要を考慮した水道事業の健全経営を推進し

ます。 

・老朽化した施設や管の更新、浄水施設の改修及び配水管の拡張などを計画的に推進

します。 

・設備の効果的な管理を図り、漏水事故などに迅速に対応するとともに、給水サービ

スの向上に努めます。 

・災害発生時等の緊急時においても、安全な水道水が安定して供給できるよう、体制

の確保と維持に努めます。 

 

  

目指す姿 
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 ２ 水質管理 

・水質検査を徹底し、水の安全確保に努めます。 

 

 ３ 水源保全 

・水源地周辺の森林などの環境保全によって水源涵養機能を確保し、水源の保全に努

めます。 

 

市民の役割 

・水の大切さを理解し、節水に努めましょう。 

・水道事業に関心を持ちましょう。 

 

まちづくりの目標 

 
指標 指標の説明 

現在 

（平成26年度）

中間目標 

（平成30年度） 

終目標

（平成38年度）

 有収率 給水サービスの効率性を測る

指標 

「年間有収量（使用量）／年

間配水量×100」 

85.1％ 90％ 91％ 
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６ ガス事業の充実  
 

  
 都市ガスの設備が安全に維持・管理され、安定した供給がされています。

 

現状・課題 

・安全な都市ガスの安定供給のために、供給施設の保守点検、老朽管の更新やガス工

作物、消費機器の保安に努めています。しかし、人口減少、少子化や高齢化、オー

ル電化住宅の増加等により供給人口が減少しており、安全で安定した供給を継続す

るためには、保安体制の確保やサービスの向上を図りつつ、長期的な財政見通しを

踏まえた、事業の効率化が必要です。 

・今後の継続的な事業経営や災害時の対応、保安のための人材育成の必要性を考慮し

た体制整備の検討が必要です。 

・国において検討が進んでいるガス事業の全面自由化の動向を視野に入れた民営化の

検討が必要です。 

 

施策の展開 ～課題解決のための事業 

 １ ガスの安定供給と保安体制の強化 

・供給施設の保守点検を強化するとともに、腐食劣化対策管の更新やガス工作物・消

費機器の保安を推進し、安全性の確保に努めます。 

・災害時における対応の強化を図ります。 

 

 ２ 効率的な運営の検討 

・民営化を視野に入れた体制整備を検討し、効果的な運営を推進します。 

  

目指す姿 
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市民の役割 

・都市ガス事業に関心を持ち、理解を深めましょう。 

 

まちづくりの目標 

 
指標 指標の説明 

現在 

（平成26年度）

中間目標 

（平成30年度） 

終目標

（平成38年度）

 布設替えが必要な腐食劣化対

策管の残延長 

都市ガスの安全で安定した供

給を測る指標 

8,600m 5,400m 0m 
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７ 下水道・浄化槽の整備推進  
 

  
 生活排水が適切に処理され、清潔で快適な「世界遺産があるまち」に

ふさわしい生活環境が確保されています。 

 

現状・課題 

・清潔で快適な生活環境を確保するとともに、利根川水系の水源地域として水環境の

保全を図ることが必要です。しかし、汚水処理人口普及率※1は、全国 89.5％、群馬

県 77.5％に対して、本市は 57.8％にとどまっています。 

・汚水処理の必要性について市民への啓発を推進し、その普及にさらに取組むことが

必要です。 

・本市では、地域や設置環境によって、公共下水道、農業集落排水、コミュニティプ

ラント、合併処理浄化槽などで生活排水を処理しています。今後は、それぞれの設

備の特徴を活かしながら、より効率的かつ効果的に汚水処理するための計画的な事

業推進が必要です。 

・汚水処理施設の地震等による被災は、市民生活や公衆衛生等に重大な影響を及ぼす

ため、地震に備えた防災・減災対策を早急に実施することが必要です。 

 

施策の展開 ～課題解決のための事業 

 １ 公共下水道事業 

・未普及地域の解消に努めるとともに、下水管路施設の長寿命化を図ります。 

・公共下水道が利用可能な地域における公共下水道への接続を推進します。 

 

 ２ 農業集落排水事業 

・処理場、マンホールポンプ場の効率的な維持管理を行い、コスト削減による経営の

改善を図ります。 

・処理場内に太陽光発電施設を導入し、電気使用の費用負担軽減や災害等有事の際の

電力確保に努めるとともに、CO2排出量の削減を図ります。 

・農業集落排水が利用可能な地域における農業集落排水への接続を推進します。 

 

  

目指す姿 
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 ３ 浄化槽整備推進事業 

・単独処理浄化槽※2から合併処理浄化槽への転換の必要性周知に努め、単独処理浄

化槽の解消に努めます。 

・合併処理浄化槽の適正な維持管理を推進し、公衆衛生の確保に努めます。 
 

 ４ 汚水処理施設の運用・整備 

・市内 3 か所（田篠・桐渕・神田）の汚水処理施設の効率的な運用と、老朽化に伴う

施設・設備の改修・整備を図り、衛生的な住環境の維持と水環境の保全に努めます。

・公共下水道への切替えを推進します。 

 

市民の役割 

・公共下水道や農業集落排水が利用可能な区域では、早期に接続をしましょう。 

・上記区域以外で、単独処理浄化槽等を使用している場合は、合併処理浄化槽へ早期

に切替えましょう。また、合併処理浄化槽の性能を常に発揮できるよう、維持管理

に努めましょう。 

・下水道事業に関心を持ち、理解を深めましょう。 
 

まちづくりの目標 

 
指標 指標の説明 

現在 

（平成26年度）

中間目標 

（平成30年度） 

終目標

（平成38年度）

 汚水処理人口普及率 汚水処理の総合的な進捗状況

を測る指標 

「（公共下水道・農業集落排

水・コミュニティプラントの

利用可能人口＋合併処理浄化

槽の使用人口）／総人口×100」

57.8％ 70％ 80％ 

 

関連する計画・指針等 

 名称 計画期間 

 生活排水処理基本計画 平成 28 年度～42 年度 

 

※1 汚水処理人口普及率：下水道、農業集落排水の供用開始区域内人口及びコミュニティプラント処理人口に合
併処理浄化槽の使用人口を加えた値を総人口で除した割合（数値は平成 26 年度（2014 年度）末時） 

※2 単独処理浄化槽：し尿のみを処理する浄化槽であるため、生活雑排水は未処理のまま排水され、河川や湖沼
の水質汚濁原因の一つとなる 
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８ 安全で利便性の高い都市基盤の整備 
 

  
 安全で円滑な道路や歩行空間が整い、だれもが移動しやすく、人や物

の交流が盛んに行われています。 

 環境にやさしく、災害に強い道路ネットワークが整備されています。

 

現状・課題 

・交通需要の変化や富岡製糸場の緩衝地帯※の保全を踏まえた都市計画道路の見直し

検討結果に基づく、適切な事業推進が求められています。 

・富岡製糸場の周辺地域には、明治・大正期のまちなみをしのぶことができる情緒あ

ふれる路地形態が残されており、本市の貴重な財産となっています。路地を活かし

た、楽しく安全に回遊できる歩道や道路の整備が求められています。 

・道路機能の向上と道路ネットワーク形成のための生活道路整備、国道や県道など主

要幹線道路へのアクセス性の向上が必要です。 

・だれもが安全に通行できる道路環境の整備が求められています。 

・道路施設の老朽化などに対応した計画的な改修・整備が求められています。 

・近年、ゲリラ豪雨等の雨水災害が増加傾向にあることを踏まえ、急激な増水に耐え

うる排水路の整備が求められています。 

 

施策の展開 ～課題解決のための事業 

 １ 都市計画道路の整備 

・都市計画道路 2 路線（上町酢ノ瀬線、田篠小幡線）を計画的に整備します。 

・国道、県道などの幹線道路について、国や県に対して整備推進を働きかけます。 

 

 ２ まちなか整備 

・観光客が安全・安心に回遊できる歩道整備を推進するとともに、機能面や周囲の景

観に配慮した路面舗装の導入を図ります。 

・無電柱化を推進し、安全で景観に配慮した美しい通行空間の確保に努めます。 

 

 

 

 

 

目指す姿 
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 ３ 市道、排水路の整備 

・市道の整備を推進するとともに、路面の段差や凹凸の解消、照明施設や安全柵、雨

水排水施設の整備など、道路機能の改善を推進します。 

・老朽化が進む道路施設（道路、橋梁、排水路、法面擁壁等）の改修・整備を推進し

ます。 

・幹線排水路の整備を推進し、豪雨時の浸水被害の防止を図ります。 

 

市民の役割 

・道路を大切に使いましょう。 

・道路や側溝の整備、清掃などに協力し、美しいまちなみの維持に努めましょう。 

 

まちづくりの目標 

 
指標 指標の説明 

現在 

（平成26年度）

中間目標 

（平成30年度） 

終目標

（平成38年度）

 都市計画道路整備率 都市計画道路整備の進捗状況

を測る指標 

「整備済延長／計画延長×

100」 

57％ 75.9％ 100％ 

 市道舗装率 市道舗装の進捗状況を測る指

標 

「舗装済延長／実延長×100」

70.1％ 72.1％ 76.1％ 

 橋梁長寿命化修繕計画に伴う

長寿命化延べ修繕数 
橋梁修繕の進捗状況を測る指

標 

4 橋 26 橋 61 橋 

 

関連する計画・指針等 

 名称 計画期間 

 都市計画マスタープラン 平成 20～40 年度 

 ぐんま“まちづくり”ビジョン富岡市アクションプログラム 平成 28～32 年度 

 橋梁長寿命化修繕計画 平成 25 年度から 100 年間 

 

※ 富岡製糸場の緩衝地帯：世界遺産としての価値を損なわないために富岡製糸場の周辺に設けられた、景観や
環境を保護する区域
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９ 快適で美しい都市環境の整備  
 

  
 緑豊かな公園や緑地に多くの市民が親しんでいます。 

 市民が美化活動や環境保全活動に積極的に取組んでいます。 

 富岡製糸場に調和した美しいまちなか景観が形成されています。 

 

現状・課題 

・日常的にだれもが憩い、楽しみ、親しめる公園や緑地が求められています。 

・比較的大規模で地域の催しや防災の拠点にもなる公園に合わせて、子ども達が安心

して遊べる身近な公園の整備が必要です。 

・公園施設の老朽化への対応や樹木の更新などに加え、多機能トイレの整備などの設

備のバリアフリー化、遊具の安全性確保など、適正な維持管理のための設備投資が

必要です。また、維持管理の効率化によるコスト削減が必要です。 

・中心市街地には、商家建築、土蔵、長屋などの古い建物が多く残されており、歴史

や文化を感じさせるまちなみが形成されています。これらを活用するとともに、水

と緑などを配置した、快適な空間の創造が求められています。 

・一方、特に中心市街地では、新規出店や民間駐車場の新設に伴い、景観上好ましく

ない屋外広告物の掲出が散見されることから、適切な対応が求められています。 

・富岡製糸場の緩衝地帯を保全するため、高さ制限や形態意匠に関する規制誘導の強

化が必要です。 

 

施策の展開 ～課題解決のための事業 

 １ 公園機能の充実と維持管理 

・だれもが安心して憩い、楽しく過ごせる公園や緑地の維持管理に努めます。 

・公園や緑地の持つレクリエーション・防災・環境・景観などの機能や要素を充実さ

せ、市民により親しまれる公園整備に努めます。 

 

 ２ 公園の適正管理と長寿命化 

・公園施設の調査により、施設の安全性確保や長寿命化対策を進めるとともに、効率

化による維持管理コストの削減を図ります。 

・公園及び緑地の整備計画を策定し、計画的な整備を推進します。 

 

 

目指す姿 
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 ３ 景観形成の推進 

・景観に配慮した建物の修繕等費用を助成し、美しいまちなみづくりを促進します。

・景観上好ましくない屋外広告物の監視・把握と是正指導に努めます。 

・地区計画など、景観に配慮したまちづくりのための仕組みの導入を検討します。 

 

市民の役割 

・身近な公園や緑地を大切に使いましょう。 

・地域の美化活動や環境保全活動に関心を持ちましょう。 

・景観への意識を高め、良好な景観のまちづくりに協力しましょう。 

 

まちづくりの目標 

 
指標 指標の説明 

現在 

（平成26年度）

中間目標 

（平成30年度） 

終目標

（平成38年度）

 長寿命化対策を実施した公園

施設の延べ基数 

公園の長寿命化の状況を測る

指標 
3 基 19 基 54 基 

 景観助成金交付延べ件数 景観に配慮した建物の修繕等

による良好な景観形成のため

の支援状況を測る指標 

6 件 23 件 50 件 

 違反屋外広告物是正指導延べ

件数 

屋外広告物の違反への是正指

導の推進を測る指標 
6 件  120 件  360 件 

 

関連する計画・指針等 

 名称 計画期間 

 景観計画 平成 20 年度～ 
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１０ 豊かな住環境の形成 
 

  
 だれもがそれぞれのライフスタイルに応じた快適な住まいで暮らして

います。 

 空き家が少なく、まちに活気があります。 

 

現状・課題 

・豊かでゆとりある住生活をおくるための住環境の充実が求められています。特に、

次代を担う若い世代の定住化を促すための取組みが必要です。 

・住宅の量が充足した一方、環境問題や資源・エネルギー問題などが深刻化する中、

長期にわたり利活用可能な良質な住宅の供給と、リフォームによる長寿命化が求め

られています。 

・社会経済や住宅市場の状況にかかわらず、だれもがそれぞれの生活や家族の状況に

適した住宅に安心して住めるよう、住宅セーフティネットの構築が必要となってい

ます。 

・高齢者が、住み慣れた地域で、安心・安全に暮らし続けることができる住環境の整

備が求められています。 

・市営住宅について、点検の強化や早期の管理・修繕による長寿命化を図り、更新コ

ストを削減することが求められています。 

・地震による住宅の被害を軽減し、市民の命や財産を守るため、住宅の耐震性向上を

図ることが必要です。 

・人口減少に伴い、空き家が増加しており、その活用等の対策が求められています。

・まちなか居住の促進と、良好なまちなみの形成のため、富岡製糸場周辺における空

き家の活用や既存の市営住宅の建替え等が求められています。 

 

施策の展開 ～課題解決のための事業 

 １ 安全で良質な住環境づくり 

・景観・耐震化・リフォームの各補助制度のパッケージ化等、補助制度の充実を図

り、住宅の長寿命化を考慮した耐震改修やリフォームを促進します。 

・違反建築物に対する指導を強化し、安全で良好なまちなみの形成を図ります。 

・長期優良住宅等、長期にわたり利活用可能な住宅の供給を推進するとともに、住宅

の適正な維持管理を促進します。 

・低炭素社会の構築と快適な住環境を形成するため、リフォームによる既存住宅の省

エネルギー化を促進します。 

目指す姿 
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 ２ 住宅セーフティネットの構築 

・市営住宅の適正な維持管理により、入居者の良好な住環境の「質」の確保と長寿命

化に努めます。 

・市営住宅の建替え計画を策定し、老朽化した市営住宅の建替え等を計画的に行うと

ともに、まちなかの居住人口の増加と良好なまちなみの形成を図ります。 

・民間賃貸住宅の所有者や仲介事業者と連携し、住宅セーフティネットの強化を図り

ます。 

・住宅のバリアフリー化や、高齢者向け賃貸住宅の整備を促進します。 

 

 ３ 空き家等の利活用 

・空き家台帳を作成し、現状の把握とデータベース化を図ります。 

・空き家の情報に関する総合サイトの作成等により、広く情報を発信し、空き家の活

用を図るとともに、特に若い世代の移住・定住を促進します。 

・空き家活用に対する補助制度等を創設します。 

 

市民の役割 

・住宅の耐震化や長寿命化に努めましょう。 

・空き家の利活用に協力しましょう。 

 

まちづくりの目標 

 
指標 指標の説明 

現在 

（平成26年度）

中間目標 

（平成30年度） 

終目標

（平成38年度）

 市営住宅大規模修繕延べ棟数 市営住宅の適正な維持管理を

測る指標 

－ 16 棟 37 棟 

 住宅等の耐震化率 住宅の耐震化率を測る指標 

「耐震性のある住宅／居住し

ている住宅×100」 

62.4％ 72％ 85％ 

 

関連する計画・指針等 

 名称 計画期間 

 市営住宅長寿命化計画 平成 22 年度～31 年度 

 耐震改修促進計画 平成 28 年度～32 年度 
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１１ 計画的な土地利用の推進 
 

  
 適正・公平で計画的な土地利用が図られています。 

 農業基盤整備により、営農環境が整い、農業経営の安定化が図られて

います。 

 

現状・課題 

・上州富岡駅及び市役所周辺の都市拠点への機能集約、富岡製糸場、中高瀬観音山遺

跡等の歴史・文化的資産とその周辺のまちなみ、市街地を囲む豊富な自然など、そ

れぞれの特性とその保全に配慮した計画的な土地利用が必要です。 

・良好な環境を保ちつつ、まちのまとまりの形成や開発の誘導を適正に行うために、

地区計画の活用、特定用途制限地域の指定や地区計画を併用した用途制限の変更、

開発許可基準の見直しなどによる計画的な土地利用を図ることが必要です。 

・適正・公平な土地利用のための基礎的資料となる地籍調査は 6 割程度の進捗率にと

どまっています。近年、土地所有者の高齢化などにより、特に山林等の土地境界の

目印や関係者の記憶が失われつつあることから、早期の調査実施が必要です。 

・小区画や不整形で作業効率が低い農地について、使用の状況を踏まえた基盤整備が

必要です。 
 

施策の展開 ～課題解決のための事業 

 １ 新たな土地利用計画制度の検討 

・将来を見据えた安全・安心で秩序あるまちづくりの観点から、都市計画区域の拡大

を検討します。 

・高速道路インターチェンジへのアクセス道路の沿線やバイパス整備が予定されてい

る区域の沿道について、特定用途制限区域（路線型）※1などの指定を検討します。

・富岡製糸場の緩衝地帯を保護・保全するため、地区計画などの導入を検討します。
 

 ２ 地籍調査の推進 

・外部の専門家を活用しながら、地籍調査を早期かつ効率的に推進します。 
 

 ３ 山村境界基本調査の推進 

・山林における今後の地籍調査を見据え、簡易的な手法の検討･実施を推進し、土地

所有者の高齢化や森林の荒廃等により失われつつある境界に関する広範囲な情報の

早急な取得に努めます。 

 

目指す姿 
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 ４ 土地基盤整備の推進 

・基盤整備の実施により営農環境を整えるとともに、農地を集積し、農業経営の効率

化及び安定化を図ります。 

 

市民の役割 

・安全で快適な居住環境を次代に引き継ぐため、新たな規制の導入や変更の検討に協

力しましょう。 

・土地利用や都市計画に関する各種規制を遵守しましょう。 

・所有する土地の適正な管理に努めましょう。 

・適切な農地の集積・集約に協力しましょう。 

 

まちづくりの目標 

 
指標 指標の説明 

現在 

（平成26年度）

中間目標 

（平成30年度） 

終目標

（平成38年度）

 地籍調査進捗率 地籍調査の進捗状況を測る指

標 

「調査実施面積／実施予定面

積（114.98km2）×100」（実

施面積には国土調査法 19 条

5 項※2指定を含む） 

61.3％ 62.3％ 65.0％ 

 耕地整備面積（松義台地地

区・宇田一ノ宮地区） 

土地改良事業の進捗状況を測

る指標 

（予定全体面積 86.3ha） 

54ha 80.1ha 86.3ha 

 

関連する計画・指針等 

 名称 計画期間 

 都市計画区域マスタープラン 平成 27 年度～32 年度 

 都市計画マスタープラン 平成 20 年度～40 年度 

 第 6 次地籍調査十箇年計画 平成 22 年度～31 年度 

 
※1 特定用途制限区域（路線型）：市街化調整区域を除く用途地域の定められていない区域内に、その土地の良

好な環境形成または保持の面から、ふさわしくない用途の建築物等の建築を制限するための特定用途制限区
域を路線に沿って一定の範囲で定めたもの 

※2 国土調査法 19 条 5 項：国土調査法では、土地に関するさまざまな測量・調査の成果について、その精度・
正確さが国土調査と同等以上の場合に、当該成果を国土交通大臣等が指定することにより国土調査の成果と
同様に取り扱うことができる 
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１２ 公共交通の確保と利便性の向上 
 

  
 多様な交通手段の１つとして、多くの市民が公共交通を利用していま

す。 

 

現状・課題 

・市民の貴重な交通手段である上信電鉄は、富岡製糸場の世界遺産登録により市外か

らの利用者数が増加しています。しかし、路線の維持のためには未だ公的な補助金

の充当が不可欠であり、公平な受益者負担の観点を踏まえ、利用者の継続的な増加

が図れるような取組みが求められています。 

・乗合タクシーは、近年の路線見直しなどに伴い全体的な利用者が増加しています。

しかし、依然として日中の利用者が少ない状況が続いており、引き続き路線の見直

し等の検討を進めるとともに、デマンド型※への移行などを含めた検討が必要です。

・安全な運行の徹底やサービス向上のため、上信電鉄、乗合タクシーともに設備の維

持と適切な整備が必要です。 

 

施策の展開 ～課題解決のための事業 

 １ 上信電鉄の利用者の確保 

・富岡製糸場への来場者が利用しやすい環境づくりを推進し、利用者の増加を図りま

す。 

・イベント列車や自動車利用からの転換促進のための企画など、魅力ある取組みの検

討・実施により、新たな利用者の開拓とリピーターの確保を図ります。 

・さまざまな情報を積極的に発信し、新たな利用者の開拓を図ります。 

 

 ２ 公共交通の利便性向上 

・費用対効果や受益者負担を考慮しながら上信電鉄へ補助金を支出し、設備の維持や

安全運行の徹底を促します。 

・バス停の位置や、路線がわかりやすく、見やすい路線図の作成に努めます。 

・乗合タクシー運行形態のデマンド型への移行の検討など、市民のニーズや地域特性

にあった利便性向上に努めます。 

  

目指す姿 
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市民の役割 

・公共交通機関に関心を持ち、必要性を理解しましょう。 

・公共交通を積極的に利用しましょう 

 

まちづくりの目標 

 
指標 指標の説明 

現在 

（平成26年度）

中間目標 

（平成30年度） 

終目標

（平成38年度）

 富岡製糸場来場者の上信電鉄

利用割合 

富岡製糸場来場者の上信電鉄

利用促進を測る指標 

「富岡製糸場見学往復乗車券

販売数／富岡製糸場入場者数

×100」 

4.7％ 5.1％ 6.0％ 

 乗合タクシーの利用者数 乗合タクシーの利用促進を測

る指標 

25,007 人 27,000 人 30,000 人

 
※ デマンド型：乗客からの事前連絡を受け、乗客の要望（デマンド）を直接運行に反映させる形態 
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第３章 産業・経済 

世界に誇る地域資源を活かした力のあるまち 
 

 

 

 

 

 13 商工業の振興と雇用対策の推進 

 14 農林業振興の推進 

 15 観光振興の推進 
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１３ 商工業の振興と雇用対策の推進 
 

  
 企業誘致や起業・創業などにより多くの雇用が創出され、地域経済が

活性化しています。 

 活気と魅力があふれる中心商店街が形成されています。 

 

現状・課題 

・人口減少や少子化等の影響により、購買人口だけでなく、労働人口が減少しており、

地域の経済構造への影響が懸念されています。 

・経営者の高齢化、後継者不足などにより、製造業、小売業等の自営業者数が減少し

ています。 

・近年は工業団地の整備が行われておらず、企業誘致も進んでいません。また、企業

の市外への移転が見られます。既存企業の支援を推進するとともに、工業団地の造

成と新たな企業の誘致が必要です。 

・郊外型店舗の進出や富岡製糸場への観光客の影響を受け、中心商店街における消費

行動が変化しています。これを踏まえ、従来の生活物品供給型の商店街から、観光

客にとっても魅力ある中心商店街への変革が求められています。 
 

施策の展開 ～課題解決のための事業 

 １ 工業の振興 

・条例に基づき施設新増設助成金・雇用促進助成金等により、企業誘致や既存企業の

継続的支援を推進します。 

・異業種交流などを通じた新たな産業の創出やものづくりの人材育成を推進します。
 

 ２ 就労・雇用の支援 

・学生を対象にしたインターンシップ事業の推進、高校 3 年生を対象にした市内事業

所の見学会等の継続的な実施により、市内企業への就職を促進します。 

・市内企業がより多くの適した人材を得られるよう、PR 活動に努めます。 

・国と県と連携し情報提供などの PR 活動に努めることにより、市民の子育てや介護

と仕事の両立を支援します。 

・若者や女性、高齢者などがいきいきと働き続けられるよう、労働者の支援及び雇用

環境の充実を図る事業者を支援します。 

・市内企業と連携し、仕事と家庭の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進を図り

ます。 

目指す姿 
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 ３ 創業者の支援 

・富岡商工会議所、富岡市妙義商工会及び金融機関等とのネットワークを強化し、地

域経済の担い手となりうる新規創業者への情報提供などを推進します。 

・創業者支援利子補給制度などを定め、起業・創業を目指す人や事業者を支援します。

・空き店舗や空き家、施設内の空きスペースなどを活用したシェアオフィス※1の設

置を促し、起業・創業の場の確保を支援します。 

・富岡シルクブランド協議会等と連携し、絹文化を継承する新たな人材確保に努めま

す。 

・関係機関等と連携し、経営者の高齢化や後継者不足により事業継続が危ぶまれる事

業者の事業承継を支援します。 

 

 ４ 企業誘致の促進 

・市外からの企業誘致や市内企業の拡張・移転を見据え、工業団地を整備するととも

に、企業誘致及び企業立地促進策の拡充を図ります。 

・「世界遺産があるまち」が持続的に発展するよう次世代産業の振興や、バックアッ

プ機能を求める首都圏等の企業の誘致活動を推進します。 

 

 ５ 商業の振興 

・空き店舗を利用して新規に開業する個人や事業者を支援します。 

・自治会、商店街団体などの街路灯管理団体が設置した街路灯の維持管理事業を支援

します。 

・1 店舗 2 業種の実施など、商業者の新たな取組みを支援します。 

・活力と賑わいのある商店街づくりのための、事業者や商店街組織、市民主体による

おもてなしやまちなか回遊性向上活動を支援します。 

・ICT※2を活用した商業活性化策を推進します。 

 

 ６ 融資制度の活用促進 

・市の制度融資（小口資金、中小企業安定資金）の活用を促進し、地域経済を支える

市内中小企業や小規模事業者の経営基盤の強化や安定化、雇用創出を支援します。
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 ７ 地域経済団体の支援 

・富岡商工会議所や富岡市妙義商工会が実施する地域経済活性化のための事業を支援

します。 

 

市民の役割 

・地域経済を支える商工業に関心を持ちましょう。 

・買い物は市内事業者から購入しましょう。 

・魅力的な製品、商品、サービスによる地域産業の振興に取組みましょう。 

・愛着のある地元の企業で働きましょう。 

 

まちづくりの目標  

 
指標 指標の説明 

現在 

（平成26年度）

中間目標 

（平成30年度） 

終目標

（平成38年度）

 創業・企業誘致件数 創業支援や企業誘致状況を測

る指標 

- 50 件 100 件 

 市内企業設備投資支援数 市内企業の拡張や設備投資の

支援状況を測る指標 

25 社 40 社 60 社 

 
※1 シェアオフィス：複数の利用者が同じスペースを共有するオフィス 

※2 ICT：「Information and Communication Technology」の略。情報通信技術を表す言葉 
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１４ 農林業振興の推進 
 

  
 生産基盤の整備と担い手の確保が進み、安定的で持続可能な農林業が

推進されています。 

 地域の特性を活かした安全・安心な農畜産物の生産、ブランド化が図

られています。 

 

現状・課題 

・従事者の高齢化や後継者の減少、兼業化が進み、農林業の競争力や経営体質などの

低下が懸念されています。また、耕作放棄地の発生防止と解消が課題となっており、

農地としての計画的活用が必要です。 

・小区画、不整形で作業効率が低い農地については基盤整備が必要です。また、認定

農業者※1や新規就農者などの担い手の育成と確保を図るとともに、農地の流動化や

集約化が求められています。 

・農産物の高付加価値化、ブランド化による販路の拡大が必要です。 

・自然や農村景観、富岡製糸場の存在を活かした都市住民との交流機会の拡充が求め

られています。 

・本市はかつて養蚕が盛んな地域であり、そのことは製糸場建設の地として選ばれた

要因の 1 つでもあります。しかし、平成 26 年度（2014 年度）末現在、養蚕農家は

12 戸まで減少しており、従事者のほとんどが高齢者であることから、養蚕業の存続

が危惧されています。その一方で、富岡製糸場の世界遺産登録により、富岡産の繭

の需要が増加しており、供給が追いつかない状況にあります。これらを踏まえ、養

蚕業の担い手の掘り起こしや桑園の確保など、繭の生産体制の段階的な整備が必要

です。 

・農林業に被害をもたらす有害鳥獣の捕獲強化のための人材確保や育成が必要です。

 

 

施策の展開 ～課題解決のための事業 

 １ 担い手の支援と確保 

・認定農業者や新規就農者など積極的に農業に取組む担い手に対して、経営規模の拡

大や農地の集積を支援するとともに、資金補助制度の活用を促進します。 

・地域おこし協力隊制度を活用し、新たな農業の担い手の育成と確保を図ります。 

・新たな農業の担い手として、企業や法人の農業への参入を支援します。 

・市営住宅や空き家活用による住居確保など、新規就農者の生活を支援します。 

 

目指す姿 
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 ２ 農産物販路の多様化促進 

・６次産業化※2を推進し、農産物の高付加価値化、ブランド化による販路の拡大を

図ります。 

・地域づくり協議会によるトラック市など、農産物の地産地消や消費拡大に対する取

組みを支援します。 

・関係団体等との連携による農産物や特産物の宣伝と販売を通じて、産地と消費者と

の交流の機会を創出します。 

・地域農業に対して効果的な国・県などの補助事業を活用し、経営体を支援します。

 

 ３ 農地の流動化と有効利用の促進 

・農用地利用集積計画に基づき農地の貸借等を促進するとともに、制度の周知と理解

を促進します。 

・農地の貸し手と借り手のマッチングや農地の集約、桑園等の整備などにより、耕作

放棄地の解消を図るとともに、農地の流動化と有効利用を促進します。 

 

 ４ 養蚕業への支援 

・地域おこし協力隊制度の活用により、養蚕業の担い手の確保を図ります。 

・市民養蚕の普及に合わせ、桑園の確保に努めます。 

・新たに養蚕に取組むための機材の購入、蚕室等の確保や修繕にかかわる費用などを

支援し、養蚕業への参入を促します。 

 

 ５ 林業の振興 

・林道や作業道などの基盤整備により、林業生産の効率化を図ります。 

・後継者や新規林業従事者など、担い手の育成と確保を図ります。 

・適切な森林整備を推進し、森林の保全と資源利用の両立を図ります。 

 

 ６ 有害鳥獣被害の防止 

・県策定の適正管理計画に基づき、有害鳥獣の計画的捕獲・駆除を推進します。 

・鳥獣からの被害が深刻な地域では、電気柵などの設置を推進するとともに、被害防

止意識の高揚を図ります。 
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市民の役割 

・新規就農者の受け入れ体制づくりに協力しましょう。 

・地元農産物を積極的に購入しましょう。 

・安易な農振除外と農地転用はさけましょう。 

・適切な農地の集積・集約に協力しましょう。 

・山林の公益的機能を理解しましょう。 
 

まちづくりの目標 

 
指標 指標の説明 

現在 

（平成26年度）

目標 

（平成30年度） 

終目標

（平成38年度）

 新規就農者数 農業を支える人材確保を測る

指標 

10 人 50 人 

 

130 人 

 

 養蚕農家戸数 

 
養蚕業の振興と「富岡シル

ク」の維持・発展を測る指標

12 戸 13 戸 15 戸 

 認定農業者数（法人含む） 

 
農業経営の体質強化と安定化

を測る指標 

150 件 260 件 275 件 

 

関連する計画・指針等 

 名称 計画期間 

 鳥獣被害防止計画 平成 26 年度～28 年度 

 
※1 認定農業者：農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の市町村の認定を受けた農業経営者・農業

生産法人 

※2 6 次産業化：第 1 次産業従事者が、加工（第 2 次産業）、販売（第 3 次産業）まで行うこと 
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１５ 観光振興の推進  
 

  
 富岡製糸場の世界遺産登録による観光振興の効果が市内全域に波及し

ています。 

 自然や歴史的建造物をはじめ、人やまちなみ、食や特産品などの地域

資源を活かした住民参加型の観光地づくりにより多くのリピーターが

訪れています。 

 

現状・課題 

・富岡製糸場の世界遺産登録を機に多くの観光客が訪れるようになりました。しかし、

限られた範囲での回遊にとどまり、その効果を市内全域にまで波及させるためには、

将来を見据えた、全市にわたる継続的な観光振興への取組みが必要です。 

・妙義山をはじめとした自然や歴史的建造物、まちなみ、食や特産品などの豊かな地

域資源の活用を図るため、さらなる情報の受発信の充実が必要です。 

・富岡製糸場の見学範囲は施設の一部に限定されているため、適正保全を図りながら、

より広く、より深く学べる仕組みが求められています。 

・消費者志向の多様化に伴い、旅行会社が旅行商品を提案する従来の「発地型観光」

とは異なり、地域の人や組織が地元ならではの旅行商品やサービスを提供する「着

地型観光」が注目されるようになっています。 

・国の訪日旅行促進事業（ビジット・ジャパン事業）により、外国人観光客（インバ

ウンド）が増加することを見据え、さまざまな言語や文化に対応した受け入れ体制

の整備が必要です。                                                          

 

施策の展開 ～課題解決のための事業 

 １ 富岡製糸場をはじめとする施設の魅力向上と情報発信 

・富岡製糸場入場者の安全を確保しつつ、公開範囲の拡大や動態展示、保存修理中の

見学など、何度も訪れたくなるような魅力の向上を図ります。 

・ホームページや SNS※1、プロモーションビデオなど、さまざまな媒体を活用した

情報の受発信を推進します。 

・修学旅行や研修旅行を積極的に誘致し、「学びの拠点施設」としての富岡製糸場の

活用を図ります。 

 

  

目指す姿 
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 ２ 妙義山周辺の自然・歴史文化の観光振興づくり 

・日本三奇勝の 1 つである妙義山や周辺地域の自然や歴史・文化など、豊富な魅力を

活かした滞在型観光の充実を図ります。 

・情報提供、案内、PR のためのボランティアガイドの育成を図り、「日本の近代登

山発祥の山」ともいわれる妙義山登山の魅力を幅広く紹介するとともに、登山客の

増加とリピーターの確保を図ります。 

 

 ３ 地域資源を活かした観光まちづくり 

・地域が主体となって取組む観光資源の掘り起こしや磨き上げを支援するとともに、

その旅行商品化やサービス体制の構築を支援します。 

・観光協会をはじめ、観光、交通、情報にかかわる民間事業者等、多様な関係者と協

働し、滞在コンテンツや二次交通の充実、受入環境の整備等、観光振興のための取

組みを一体的に推進します。 

・観光ボランティアガイドの養成、おもてなし意識の醸成により、市内どこでも観光

客を受け入れられる体制を整備します。 

・自然、歴史的建造物、人、まちなみ、食や特産品などの地域資源を活かした観光施

策を展開します。 

・観光協会等の関係団体の育成に努め、連携を推進します。 

・周辺市町村や民間組織と連携し、旅行者の多様なニーズに対応します。 

 

 ４ 食のブランド化と特産品の開発・普及 

・コンニャク、シイタケ、ネギ等の全国に誇る地域の食材を使用し、郷土の食文化を

活かした「富岡料理」を開発するとともに、そのブランド化を図ります。 

・「富岡らしい」新たな特産品、旅行商品の開発と普及を図ります。 

 

 ５ 外国人観光客（インバウンド）の受入体制の整備 

・多言語対応のサインやピクトグラム※2の導入を計画的に推進します。 

・海外友好都市との国際観光交流事業等、海外での誘客交流活動を積極的に展開しま

す。 

・外国人旅行者も無料でインターネットにアクセスできる、公衆無線 LAN スポット

（とみおか Wi-Fi）の設置を推進します。 
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市民の役割 

・地域を積極的に学び、誇りを持ちましょう。 

・来訪者をもてなす意識の醸成に努めましょう。 

・富岡らしい特産品、旅行商品の開発と普及に協力しましょう。 

 

まちづくりの目標 

 
指標 指標の説明 

現在 

（平成26年度）

中間目標 

（平成30年度） 

終目標

（平成38年度）

 富岡製糸場入場者数 富岡製糸場への観光集客の状

況を測る指標 

133 万人 100 万人 100 万人

 市全体の観光入込客数 市全体の観光集客の状況を測

る指標 

314 万人 320 万人 350 万人

 富岡製糸場外国人入場者数 富岡製糸場への外国人観光客

の状況を測る指標 

2,600 人 

（推計）

5,000 人 10,000 人

 

関連する計画・指針等 

 名称 計画期間 

 旧富岡製糸場 整備活用計画 平成 25 年度から 30 年間 

 

※1 SNS：「Social Networking Service」の略。人同士のつながりを電子化するサービス 

※2 ピクトグラム（Pictogram）：文字を使わない視覚記号の 1 つ。絵文字、絵単語、図記号などの総称 
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第４章 教育・文化 

地域に誇りを持ち、世界とつながり合う人が育つまち 
 

 

 

 

 

 16 学校教育の充実 

 17 学校教育施設の充実 

 18 青少年の健全育成 

 19 生涯学習活動の充実 

 20 スポーツ・レクリエーションの充実 

 21 富岡製糸場の保存と整備活用 

 22 歴史・伝統・文化資源の保存と活用 

 23 文化活動の充実 
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１６ 学校教育の充実 
 

  
 確かな学力と豊かな感性に基づいた情操と道徳性、たくましく生きる

ための健康と体力を備えた子ども達が育っています。 

 夢や希望を持ち、社会の変化に適切かつ主体的に対応できる子ども達

が育っています。 

 

現状・課題 

・社会経済情勢の激しい変化に対応し、自ら課題を見つけ、主体的に学び、考え、行

動し、問題を解決する能力を子ども達が身につけられる教育が求められています。

・自らを律しつつ他者と協調し、他人を思いやる心や感動する心を持った豊かな人間

性、たくましく生きるための健康と体力を持った子ども達を育むことが求められて

います。 

・子ども達の「生きる力」をつくる「確かな学力」「豊かな人間性」「健康・体力」の

3 つの要素をバランスよく育むことが求められています。 

・地域に誇りと愛情を持つ子ども達を育むことが求められています。 

・少子化の影響を受け、市内の高校では、生徒数が定員に満たない状況が起きていま

す。今後予定している高校の統合を踏まえ、地域と高校が連携し、特色ある活気に

満ちた学校づくりに取組むことが求められています。 

 

施策の展開 ～課題解決のための事業 

 １ 生きる力を育む指導の充実 

・グローバル化の進展など、急速に変化する社会を生きるために必要な確かな学力を

主体的に身につけられるよう、体験的な学習や問題解決的な学習を取り入れた授業

の充実に努めます。 

・自立し、他者と協働するために必要な豊かな人間性を育めるよう、道徳教育の充実

を図るとともに、郷土への誇りと愛情を育む学習、感性を高め豊かな情操を育む読

書活動、将来への夢や希望を育むキャリア教育の充実に努めます。 

・生涯にわたってたくましく自信を持って生きるために必要な体力の向上と心身の健

康の保持増進を図れるよう、体育や学校保健、食育の充実に努めます。 

 

  

目指す姿 
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 ２ 地域に根ざした、信頼され、魅力ある学校づくり 

・家庭や地域、関係機関との連携の充実を図り、特色ある開かれた学校づくりに努め

ます。 

・教職員研修の機会を充実させ、指導力の向上に努めるとともに、服務規律の確保の

徹底を図ります。 

・小・中学校と高校間の連携・交流を推進し、発達段階に応じた系統性・一貫性・連

続性のある学校づくりを行い、地域の教育力の向上に努めます。 

・特別な支援を必要とする児童生徒へのきめ細やかな指導の充実に努めます。 

・地域への誇りと愛着をもつ子ども達を育めるよう、富岡製糸場をはじめとして、地

域の人や文化、自然を教材として取り入れた学習の充実に努めます。 

 

市民の役割 

・地域の学校に関心を持ち、教育方針や取組みについて理解しましょう。 

・学校が行う行事や、家庭や地域と連携した取組みに協力しましょう。 

・家庭教育の重要性を理解しましょう。 

・子ども達が安心して学校生活をおくれるよう、見守りましょう。 

・子ども達が地域について学び、体験する取組みに協力しましょう。 

・小・中学生や高校生とのかかわりを多く持ち、互いに郷土愛の醸成に努めましょう。

 

まちづくりの目標 

 
指標 指標の説明 

現在 

（平成26年度）

中間目標 

（平成30年度） 

終目標

（平成38年度）

 小・中学校に配置する外国語

指導助手（ALT）数 

外国語教育の充実を測る指標 7 人 9 人 13 人 

 キャリア体験事業※参加生徒

数 

キャリア教育の充実を測る指

標 
40 人 80 人 80 人 

 中学校部活動の外部講師指導

日数 

体力の向上と心身の健康の保

持増進機会の充実を測る指標

150 日 300 日 500 日 

 小･中学校に配置する特別支

援学級等補助職員（学習支援

員）数 

きめ細やかな指導の充実を測

る指標 
0 人 4 人 17 人 
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関連する計画・指針等 

 名称 計画期間 

 教育行政方針 毎年度見直し 

 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱 平成 28 年度～30 年度 
 

※ キャリア体験事業：キャリア教育の一環として、中学生が県外の各種施設等を訪れ、普段経験できない価値
ある体験学習を行うことで、職業・勤労に関する自己の興味・関心をさらに高め、将来への夢や希望を育む
ことを目的とした事業で、平成 27 年度（2015 年度）においては中学 2 年生及び 3 年生の希望者を対象に「科
学技術コース」（茨城県つくば市）と「伝統文化コース」（石川県金沢市）の 2 コースを開設して実施 
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１７ 学校教育施設の充実 
 

  
 子ども達が、安全な教育環境のもと、安心して充実した学校生活をお

くっています。 

 

現状・課題 

・市内すべての小・中学校の校舎について耐震補強工事が終了しました。今後は、教

育環境の改善や安全対策を図るための施設整備が必要です。また、効率的な維持・

管理のために、建物や機器の適切な図面管理が必要です。 

・学校や給食センター等の施設で使用する設備や機器についても、計画的なメンテナ

ンスや修理が必要です。 

・給食の地産地消を推進していますが、地域産の食材をより多く取り入れることが、

地域に根ざした食育の視点で重要です。 

 

施策の展開 ～課題解決のための事業 

 １ 施設の計画的な建替え・改修 

・学校施設営繕計画を作成し、校舎や屋内運動場の計画的な建替えや迅速な修繕、破

損予防等の対策を推進します。 

・小・中学校の適正規模・適正配置を踏まえ、他施設との複合化なども視野に入れな

がら統廃合の必要性を検討します。 

 

 ２ 設備・機器の計画的な入替え・修繕 

・校舎や給食センターについて、設備の劣化によって機能が阻害されないよう、設備

や機器等の計画的な入替え・修繕を推進します。 

 

 ３ 施設等の図面の適正な管理 

・建物や機器の図面等のデータ化と管理の一元化を推進し、適正な管理に努めます。

 

  

目指す姿 
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 ４ 地産地消の推進 

・子ども達が地域の食材に親しめるよう、地域産の豊かで安全な食材の契約栽培品目

と使用割合の増加を図ります。 

 

市民の役割 

・学校施設の管理や防犯に協力しましょう。 

・学校関係者による施設の点検に協力しましょう。 

 

まちづくりの目標 

 
指標 指標の説明 

現在 

（平成26年度）

中間目標 

（平成30年度） 

終目標

（平成38年度）

 小・中学校の洋式トイレ整備

率 

トイレ施設の計画的な環境改

善を測る指標 

「洋式整備数／トイレ数×

100」  

52％ 80％ 100％ 

 学校給食の地産食材購入率 給食への地産食材導入の状況

を測る指標 

「地元産野菜購入額／全体の

野菜購入額×100」 

30％ 35％ 40％ 

 

関連する計画・指針等 

 名称 計画期間 

 教育行政方針 毎年度見直し 

 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱 平成 28 年度～30 年度 
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１８ 青少年の健全育成 
 

  
 家族と郷土を愛し、広く世界に目を向ける青少年が育っています。 

 地域ぐるみで取組み、見守る教育環境の中で、自ら学ぶ、心豊かな青

少年が育っています。 

 

現状・課題 

・ニート、ひきこもり、不登校、発達障害等、社会生活を円滑に営む上での困難を有

する子どもや若者の抱える問題が深刻化しています。 

・インターネットの普及に伴う有害情報の氾濫等により、青少年を取り巻く環境が悪

化しています。 

・一人ひとりの社会的自立に向けた成長を見据え、それぞれの発達段階に則した適切

な育成支援が重要です。 

・家庭、地域、行政それぞれが役割を果たすとともに、互いの理解を深め、連携・協

力することが一層求められています。 

 

施策の展開 ～課題解決のための事業 

 １ 青少年の社会参加活動の推進 

・関係団体と連携し、ボランティア活動、リーダー研修や科学教室等、青少年の自立

と社会参加を目指す各種事業を推進します。 

・地域について自ら学び、地域に誇りと愛着を持って活動する青少年を育成するため

に、富岡製糸場をはじめとする本市の貴重な歴史的遺産や伝統、文化を学ぶ機会の

充実を図ります。 

 

 ２ 啓発事業の推進 

・青少年育成の基本となる家庭と地域の教育力向上を目指す啓発事業を推進します。

 

 ３ 非行防止と社会環境浄化活動の推進 

・関係機関・団体等と連携し、青少年の健全育成と非行防止を図るための催しや補導

活動、白ポストの設置などの社会環境浄化活動※1を積極的に推進します。 

 
 

 

 

目指す姿 
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 ４ 相談活動の充実 

・関係機関と連携し、青少年相談室「ぷらすゆう」※2の相談事業の充実を図ります。

 

市民の役割 

・青少年とのかかわりを重視し、のびのびと成長できる家庭環境をつくりましょう。

・青少年自身が遊びやボランティア活動等、生活の中で自然や社会と積極的にかかわ

れる環境づくりに努めましょう。 

・「地域の子どもは地域で育てる」という意識を持ち、地域の青少年を見守りましょう。

 

まちづくりの目標 

 
指標 指標の説明 

現在 

（平成26年度）

中間目標 

（平成30年度） 

終目標

（平成38年度）

 青少年健全育成事業参加者数 事業への参加状況を測る指数 4,787 人 4,800 人 4,800 人 

 

関連する計画・指針等 

 名称 計画期間 

 教育行政方針 毎年度見直し 

 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱 平成 28 年度～30 年度 

 

※1 社会環境浄化活動：「白ポスト」による有害図書の回収など、青少年を有害情報から守る活動 

※2 青少年相談室「ぷらすゆう」：本市の青少年相談室の愛称 
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１９ 生涯学習活動の充実 
 

  
 いつでも学べる環境が整備され、すべての市民が生涯を通じて学ぶ喜

びを享受しています。 

 学んだ知識が新たなコミュニティの創造や交流につながり、活気ある

地域がつくられています。 

 

現状・課題 

・核家族化や都市化、少子高齢化の進行などを背景に、地域の連帯意識の希薄化など

が危惧されており、生涯学習を通じた交流の推進が求められています。 

・市民と行政との協働によるまちづくりに資する地域社会の実現のため、従来の生涯

学習の活動にとどまらず、地域の社会教育活動を行う団体の育成や支援といった社

会教育の面についても充実が必要です。 

・さまざまな世代が、地域への誇りと愛着を持ち、互いに共有し合うことが必要です。

・登録有形文化財である社会教育館・講堂をはじめとする生涯学習施設の中には、耐

震補強や老朽化への対応などが必要なものがあり、今後、計画的な整備を進めるこ

とが必要です。 

 

施策の展開 ～課題解決のための事業 

 １ 学習機会の拡充 

・学習情報の収集と提供に努めるとともに、特色ある学習内容を検討・展開し、より

多くの市民が、いつでも、学びたい時に学べる機会の拡充を図ります。 

・富岡製糸場をはじめとする本市の貴重な歴史的遺産や伝統、文化などについて、よ

り多くの市民が学び、地域への誇りと愛着を持って互いを高めあえるよう、地域資

源を活かした学ぶ機会の拡充を図ります。 

 

 ２ 学習成果を活かす仕組みの拡充 

・学びの成果を発表する機会や場の拡充を図るとともに、学習で得た知識や技能の地

域への還元と地域における人材育成につながる仕組みづくりに努めます。 

 

 ３ 社会教育活動の推進 

・地区公民館を地域で社会教育活動を行う団体の育成と支援を推進するための拠点と

位置づけ、地域の多様な社会教育活動を促進します。 

 

目指す姿 
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 ４ 施設の整備 

・生涯学習・社会教育施設の耐震補強や老朽化に対応する改修・整備、利便性向上の

ための機能充実を計画的に推進します。 

 

 ５ 図書館の充実 

・だれもが読書や生涯学習の場として活用できるよう、サービスの向上に努めるとと

もに、資料と施設の充実に努めます。 

・幼少期から読書習慣が身につけられるよう、学校やボランティア団体等と連携した

読書活動を推進します。 

 

市民の役割 

・学ぶ機会を積極的に活用しましょう。 

・学びの成果を地域や生活に活かしましょう。 

 

まちづくりの目標 

 
指標 指標の説明 

現在 

（平成26年度）

中間目標 

（平成30年度） 

終目標

（平成38年度）

 市民 1 人当たり生涯学習施設

利用回数 

生涯学習・社会教育の充実を

測る指標 

「施設使用回数／総人口」 

5.3 回 5.6 回 6.0 回 

 「富岡学※」受講修了者数 本市の魅力を伝える人材育成

の充実を測る指標 

19 人 80 人 150 人 

 市民 1 人当たり市立図書館図

書貸出冊数 

図書館のサービス・資料・施

設の充実を測る指標 

「年間貸出冊数／総人口」 

3.6 冊 4.0 冊 4.0 冊 

 

関連する計画・指針等 

 名称 計画期間 

 教育行政方針 毎年度見直し 

 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱 平成 28 年度～30 年度 

 
※ 富岡学：富岡市が主催する市民学級・講座「とみおか市民大学校」において、市内の歴史や史跡、製糸場や

各地域の名所などを学び伝える講座 
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２０ スポーツ・レクリエーションの充実 
 

  
 だれもが気軽にスポーツ・レクリエーションを楽しみ、心と体の健康

づくりに取組んでいます。 

 安心して運動できる施設が整っています。 

 

現状・課題 

・だれもが気軽に参加でき、継続的に取組めるスポーツ・レクリエーションは、心身

の健康づくりや生きがいづくりだけでなく、世代間や地域間の交流、地域コミュニ

ティの活性化などの面からも重要です。 

・本市では、市民の体力の維持・向上や精神的ストレスの解消、地域イメージの向上

などを目的として、スポーツ・レクリエーションの充実に努めています。しかし、

日常的に運動をする機会が少ない市民が多くなっています。さらに少子高齢化の影

響により大会や教室・イベントなどの参加者が減少しています。 

・スポーツ・レクリエーション施設の中には、老朽化への対応などが必要なものがあ

り、計画的な維持･管理や整備を進めることが必要です。 

 

施策の展開 ～課題解決のための事業 

 １ 機会や場の提供 

・市有スポーツ・レクリエーション施設の利便性向上を図るとともに、学校開放や民

間施設の活用、スポーツ・レクリエーション大会や教室の開催など、市民がスポー

ツ・レクリエーションに親しめる機会や場の充実に努めます。 

・子ども達が各種スポーツ競技に親しむ機会や場を設け、スポーツ人口の底辺拡大を

図ります。 

・市有スポーツ・レクリエーション施設の利用方法や大会・教室の募集・開催などに

関する情報発信の充実に努め、施設の利用促進や利便性向上を図ります。 

  

目指す姿 
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 ２ 活動の支援 

・スポーツ・レクリエーション環境の充実に取組む個人や団体の育成と活動を支援し

ます。 

・体育協会、スポーツ推進委員会、スポーツ少年団など各種団体と連携し、競技力の

向上や指導者の育成を図ります。 

 

 ３ 施設の適正な維持・管理の推進 

・老朽化の進んだ施設の長寿命化対策など、利用状況に応じた、適正で効率的な維持・

管理に努めるとともに、管理方法について検討し、安心して運動できる環境づくり

を推進します。 

 

市民の役割 

・日頃からスポーツに親しみ、楽しむことで心身の健康づくりに励みましょう。 

・市や地域主催のスポーツ大会に積極的に参加しましょう。 

・スポーツ施設を大切に使用し、管理に協力しましょう。 

 

まちづくりの目標 

 
指標 指標の説明 

現在 

（平成26年度）

中間目標 

（平成30年度） 

終目標

（平成38年度）

 市民 1 人当たりの体育施設利

用回数 

学校施設を除く体育施設の年

間利用状況を測る指標 

「市内スポーツ施設の年間利

用者数／総人口」 

8.4 回 8.5 回 8.7 回 

 

関連する計画・指針等 

 名称 計画期間 

 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱 平成 28 年度～30 年度 
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２１ 富岡製糸場の保存と整備活用 
 

  
 富岡市のまちづくりの核であり象徴として、富岡製糸場が市民の誇り

となっています。 

 計画的な保存管理や整備活用が進められ、次代に継承されています。

 

現状・課題 

・富岡製糸場内の約 100 の建造物の保存修理を進めるには、多額の費用と時間がかか

るため、保存修理と併せて、世界遺産・国宝にふさわしい整備活用を検討する必要

があります。しかし現在は、公開活用されているスペースが少なく、活用への市民

参画も十分とはいえません。 

・世界遺産登録により急増した来場者数は、経済効果としてプラスに作用する一方、

文化財保護の視点からはその適切な対応が急がれます。また、来場者の安全性確保

も喫緊の課題です。 

・今後、国内だけでなく、海外からの観光客や視察が増加すると考えられ、多言語に

よる情報発信や、展示における理解促進の工夫など、国際的な視点による対応の検

討が必要です。 

・産業遺産である富岡製糸場の価値をわかりやすく伝えるために、操業時の生産シス

テムを伝える工夫が必要ですが、現在の展示内容は十分とはいえず、さらなる充実

が必要です。 

・生糸の原料である繭生産を担う養蚕農家の減少や、桑畑の減少・荒廃が危惧されて

おり、繭の生産体制確保や、安定的な需要を生むための商品開発、ブランド化など

を進めることが必要です。 

・すべての市民が富岡製糸場を学び、誇りを醸成できる取組みが求められています。

特に、次代を担う青少年への働きかけが重要です。 
 

施策の展開 ～課題解決のための事業 

 １ 保存管理・整備活用の推進 

・文化財として適切な保存修理工事を計画的に推進します。併せて、市民や来場者が

富岡製糸場の価値と魅力をより身近に感じ、理解できる整備活用を目指します。 

・文化財としての価値に留意しつつ、来場者が安全・快適かつ内容の充実した見学が

できるよう、関係機関と連携しながら場内の整備と安全対策を推進します。 

・保存修理工事や調査発掘の現場を積極的に公開し、文化財保存整備について理解を

深めてもらえるようにします。 

 

目指す姿 
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 ２ 利活用の推進 

・建造物について、保存修理と併せて、有識者の助言を踏まえ、市民参画を考慮しな

がら、世界遺産にふさわしい利活用方法を検討します。 

・体験施設、休憩所、トイレなど、来場者をおもてなしする設備の充実を検討します。

・自動繰糸機などについて、「動く展示」を行い、操業時の生産システムを伝える工

夫を推進し、来場者の満足度の向上と理解の促進を図ります。 

・富岡製糸場についてより多くの市民が学び、誇りと愛着を持てるよう、情報や機会

の提供に努めます。 

 

 ３ 調査研究の推進 

・歴史、文化、観光などさまざまな面から継続的な調査・研究を実施し、その成果を

展示や報告書として広く発信します。 

・環境測定等のモニタリングのためのデータ収集及び解析を実施し、今後の整備活用

に活かします。 

・所蔵する関連資料について順次調査・研究を進めるとともに、適切な保存管理に努

めます。 

・ユネスコ世界遺産委員会で指摘された、富岡製糸場での女性労働者の役割や労働環

境などについて調査研究を推進します。 

 

 ４ わかりやすい情報提供 

・場内解説員※1の養成や展示解説の方法の充実を図り、来場者へのわかりやすい情報

発信に努めます。特に若年層を対象として、体験型の手法を用いた理解の促進に取

組みます。 

 

 ５ 国際戦略の推進 

・富岡製糸場創設に当たり、技術的な指導を受け、歴史的に縁のあるフランスを中心

に国際戦略を進めます。 

・絹製品の大衆化に影響を与えた「技術交流」と「技術革新」をキーワードとして、

シルクを通した海外都市とのネットワークの構築を図ります。 

・平成 32 年（2020 年）開催予定の東京オリンピック・パラリンピックを契機とし

て捉え、富岡製糸場の価値を世界に向けて情報発信していきます。 
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 ６ 「富岡シルク」ブランド確立 

・「富岡シルクブランド協議会」の会員等と連携して、養蚕、製糸、製品化、販売ま

で、持続可能な絹製品の生産販売システムの構築を図ります。 

・養蚕農家等の育成、桑畑の保全と景観としての活用に取組み、繭の生産体制確保を

図ります。 

・良質な絹製品の生産による、「富岡シルク」の世界に誇れるブランドとしての成長

を促します。 

・富岡シルク国際コンペを開催し、海外販路開拓を展開していきます。 

 

 ７ 市民養蚕の推進 

・市民がカイコを飼育する取組み「市民養蚕」を通じて、カイコに親しむ機会の充実

を図るとともに、富岡製糸場内での上州座繰器※2の実演やフランス式繰糸器の実演

など、市民が育てた繭を活用できる仕組みづくりを推進します。 

 

 

市民の役割 

・富岡製糸場の保存や活用に関心を持ち、学び、広く情報を発信しましょう。 

・将来にわたって保全する責務を果たすことを一人ひとりが認識し、協力しましょう。

 

まちづくりの目標 

 
指標 指標の説明 

現在 

（平成26年度）

目標 

（平成30年度） 

終目標

（平成38年度）

 富岡製糸場内の国宝・重要文

化財及び史跡建造物保存修理

延べか所数 

保存管理計画等に基づく場内

建造物の修理状況を測る指数

1 か所 5 か所 19 か所 

 富岡製糸場入場者数（再掲） 富岡製糸場への観光集客の状

況を測る指標 

133 万人 100 万人 100 万人

 富岡製糸場の解説員数 場内解説体制の充実を測る指

標 

90 人 100 人 100 人 
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関連する計画・指針等 

 名称 計画期間 

 旧富岡製糸場 保存管理計画 平成 20 年度～ 

 旧富岡製糸場 整備活用計画 平成 25 年度から 30 年間 

 旧富岡製糸場 総合防災計画 平成 26 年度から 15 年間 

 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱 平成 28 年度～30 年度 

 
※1 場内解説員：富岡製糸場内で、富岡製糸場の歴史や絹の大衆化に貢献した世界史的な価値や魅力を見学者に

伝える解説員。機械ではなく人が解説を行うことによって、柔軟かつ細やかな対応が可能 

※2 上州座繰器：江戸時代末期に、上州（現在の群馬県）で発明された繭から生糸を取る道具。歯車を使用する
ことで動きをなめらかにし、綾振り装置により交差させながら、生糸を小枠に巻き取っていく仕組み 
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２２ 歴史・伝統・文化資源の保存と活用 
 

  
 文化財が市民共有の財産として適切に保存・継承されています。 

 歴史・伝統・文化資源が市民の学びや観光・交流活動に活用されてい

ます。 

 

現状・課題 

・貫前神社、妙義神社をはじめとする文化財を適切に保存・継承するとともに、郷土

の誇りを育み、市民の学びや交流のために利活用されることが求められています。

・文化財を生涯学習や学校教育の教材として活用し、より多くの市民が学べる環境づ

くりが求められています。 

・文化財を観光資源として活用するとともに、市民が知り、学ぶきっかけとなること

を目的として、文化財情報の発信や案内板等の表示の充実が必要です。 

・少子高齢化が進行する中、郷土芸能の後継者が不足し、その存続と継承が危惧され

ています。 

・国指定史跡の中高瀬観音山遺跡は、弥生時代の社会を知る上でたいへん貴重な遺跡

であり、公園としての整備推進が求められています。 

・豊富な埋蔵文化財関係資料の一括管理と、公開などによる活用が必要です。 

 

施策の展開 ～課題解決のための事業 

 １ 文化財の保存と活用 

・文化財の適切な保存に努め、後世に継承するとともに、ふるさと歴史ウォーク、出

前講座などを通じて、生涯学習や学校教育の教材として活用を図ります。 

・富岡製糸場を訪れる観光客を対象として、多数の国指定重要文化財を有する本市の

魅力を積極的に情報発信します。 

・文化財案内板や周遊コースを設置し、学びと観光の視点で文化財の活用を図ります。

・埋蔵文化財の発掘調査を進め、その結果を情報発信することにより、市民の学びと

郷土の誇りを育みます。 

・豊富な埋蔵文化財関係資料を一括して適切に保存・管理し、公開・活用するための

施設整備を推進します。 

 

 

 

 

目指す姿 
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 ２ 次代への継承 

・文化財について、消防・自主防災組織との連携や防災設備整備への補助等を推進す

るとともに、将来にわたり維持・管理する活動を支援します。 

・地域に伝わる郷土芸能の保存・継承を推進するとともに、後継者の育成を図る活動

を支援します。 

・国指定史跡の中高瀬観音山遺跡の貴重な歴史遺産と豊かな自然環境を活用した歴史

公園の整備を目指します。 

 

市民の役割 

・地域の歴史や伝統、文化財の保存や活用に関心を持ち、学び、広く情報を発信しま

しょう。 

・市内文化財の保存活動や伝統行事へ積極的に参加・協力しましょう。 

 

まちづくりの目標 

 
指標 指標の説明 

現在 

（平成26年度）

中間目標 

（平成30年度） 

終目標

（平成38年度）

 国重要文化財旧茂木家住宅来

場者数 

地域の重要文化財への関心の

高さを測る指標 
920 人 1,000 人 1,180 人 

 「富岡市内出土品展」来場者

数（埋蔵文化財発掘調査成果

を速報的に毎年展示･公開） 

埋蔵文化財への関心の高さを

測る指標 
916 人 955 人 1,035 人 

 

関連する計画・指針等 

 名称 計画期間 

 教育行政方針 毎年度見直し 

 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱 平成 28 年度～30 年度 
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２３ 文化活動の充実 
 

  
 市民が文化・芸術や郷土の歴史にふれ、生きがいを持って心豊かにい

きいきと暮らしています。 

 魅力的な催しを目的に、市内外から多くの人々が文化施設を利用して

います。 

 

現状・課題 

・本市にはかぶら文化ホール、美術博物館などの文化施設があり、さまざまな催しを

開催しています。しかし、市民ニーズの多様化などを背景に、利用者が減少してお

り、より魅力的な催しの実施や、富岡製糸場などへ訪れる観光客の利用を促すこと

が必要となっています。 

・より多くの市民、特に子ども達や若い世代が文化・芸術や郷土の歴史にふれられる

よう、身近で親しみやすく、企画力に富んだ施設運営が求められています。 

・美術博物館は、建設から約 20 年が経過しており、空調設備等の更新など、計画的な

改修・整備が必要です。 

 

施策の展開 ～課題解決のための事業 

 １ 文化活動の推進 

・斬新さや現代性を意識した展覧会やコンサートなどの企画を検討・実施します。 

・市民だけでなく、富岡製糸場等への来場者など、市外からのより多くの人を文化施

設に呼び込む仕組みを検討します。 

・隣接する諸施設と相互の企画連携や、教育機関等さまざまな組織や活動などとの横

断的な連携を図ります。 

 

 ２ 市民の文化活動への支援 

・文化活動の拠点として、市民等の主体的な企画による取組みを支援し、文化コミュ

ニティの活性化を図ります。 

・市民、団体等の文化・芸術活動を支援するとともに、成果発表の場としての環境を

整備します。 

・事業の企画などに関し、市民等から意見聴取を行い、事業の評価やニーズを把握す

るとともに、より効果的・効率的な企画の実施に努めます。 

  

目指す姿 
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 ３ 教育普及活動の推進 

・小・中学校と連携して、児童・生徒が文化・芸術鑑賞や創作活動に参加する機会の

充実を図り、感性豊かな子どもの育成に努めます。 

・より多くの市民に学びの機会を提供し、生涯学習を推進します。 

 

 ４ 施設の管理・運営 

・施設の老朽化に伴う改修・整備を計画的に推進するとともに、施設運営についての

検討を行い、市民等が利用しやすい環境づくりとサービス向上を図ります。 

 

市民の役割 

・文化・芸術や郷土の歴史を積極的に学びましょう。 

・市民の共有財産である歴史資料を大切にし、後世に継承しましょう。 

 

まちづくりの目標 

 
指標 指標の説明 

現在 

（平成26年度）

中間目標 

（平成30年度） 

終目標

（平成38年度）

 かぶら文化ホール利用者数 かぶら文化ホールでの文化活

動の推進やホールの利用状況

を測る指標 

49,000 人 50,000 人 50,000 人

 美術博物館の入場者数 美術博物館の利用状況を測る

指標 
16,400 人 22,800 人 23,200 人

 文化芸術講座等の開催回数 

 

文化活動の充実を測る指標 10 回 14 回 20 回 

 

関連する計画・指針等 

 名称 計画期間 

 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱 平成 28 年度～30 年度 
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第５章 健康・福祉 

だれもが健やかに安心して暮らし続けられるまち 
 

 

 

 

 

 24 高齢者支援の充実 

 25 地域福祉の充実 

 26 子育て支援の充実 

 27 福祉医療制度の充実 

 28 保健・医療・救急体制の充実 

 29 医療保険制度の安定運営 
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２４ 高齢者支援の充実 
 

  
 高齢者がまちのさまざまな機会や場で役割を担い、活躍し、いきいき

と暮らしています。 

 健全で安定した介護保険制度のもとで高齢者が安心して暮らしていま

す。 

 

現状・課題 

・高齢化率の伸びは今後さらに進み、平成 38 年（2026 年）には市民 2.8 人に 1 人が

65 歳以上の高齢者となることが見込まれています。また、一人暮らし高齢者や高齢

者のみの世帯、要介護認定者、認知症高齢者などが増加することが予想されます。

・高齢者のニーズが多様化し、一人ひとりの状態に応じた支援とサービスの提供等に

よる、安心して生活できる環境の整備が必要です。 

・高齢者の地域活動への積極的な参加、経験や能力を活かした地域の活性化が期待さ

れています。また、いきいきと地域で活躍し続けられる環境づくりは介護予防の観

点からも求められています。 

・在宅医療・介護連携の必要性がますます高くなっており、家族、地域、事業者、医

療機関、行政が一体となって、地域社会全体で高齢者の生活を支える仕組み（地域

包括ケアシステム）の構築や、介護サービスの充実が求められています。 

 

施策の展開 ～課題解決のための事業 

 １ 高齢者生活支援の充実 

・地域包括支援センター※1の適切な運営により、高齢者の介護予防や生活支援を推進

するとともに、関係機関との連携により地域包括ケアシステムの構築を図ります。

・安否確認緊急通報装置※2の設置など、各種在宅サービスを提供し、高齢者の自立し

た生活を支援します。 

・経済的困窮、虐待などの理由により自宅での生活が困難な高齢者のセーフティネッ

トとして、養護老人ホームへの入所措置を継続します。 

 

 ２ 介護予防と生きがいづくり・社会参加の推進 

・高齢になっても、いきいきと自立した生活をおくり、その経験や能力を地域の中で

発揮できる環境整備を推進します。 

・老人クラブやシルバー人材センターなどが取組む高齢者の生きがいづくりや、社会

参加を促す活動を支援します。 

 

目指す姿 
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・高齢者が健康で自立した生活を維持できるよう、健康づくりや介護予防の取組みを

推進します。また、要支援・要介護状態になるおそれのある高齢者の把握と必要な

支援を推進します。 

・認知症の人やその家族が地域で安心して生活できるよう、認知症に関する知識の普

及・啓発を図ります。 
 

 ３ 介護保険制度の安定した運営 

・「富岡市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」に基づき、介護保険制度改正等

への的確な対応や、介護保険財政の安定化を図ります。 

・サービス事業者等との連携を強化し、地域密着型サービスの充実と施設の適正な配

置を推進します。 
 

市民の役割 

・地域活動に積極的に参加するとともに、さまざまな年代の人と交流し、心身の健康

の維持や互いの理解に努めましょう。 

・高齢者の経験や能力を地域の力として尊重・活用しましょう。 

・高齢者の人権を尊重し、虐待などの早期発見と未然防止に努めましょう。 

・介護保険制度への理解を深め、適正・適切なサービス利用に努めましょう。 
 

まちづくりの目標 

 
指標 指標の説明 

現在 

（平成26年度）

中間目標 

（平成30年度） 

終目標

（平成38年度）

 要介護（要支援）認定率 要介護（要支援）認定率の上

昇抑制を測る指標 
「要介護（要支援）認定者数／

第 1 号被保険者数※3×100」 

14.6％ 18％ 20％ 

 施設・居住系サービス利用率 施設等の入所者の増加抑制を

測る指標 「施設入所者数／

サービス利用者×100」 

53.5％ 55％ 50％ 

 介護予防教室参加者数 健康づくりや介護予防の取組

み状況の指標 
32,686 人 34,400 人 36,200 人

 

関連する計画・指針等 

 名称 計画期間 

 第 6 期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 平成 27 年度～29 年度 
 

※1 地域包括支援センター：高齢者の生活を支えるため、介護・保健福祉サービスや日常生活支援などの相談、
虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関 

※2 安否確認緊急通報装置：ペンダント型発信器（手動通報：自身で緊急ボタンを押す）及び 24 時間の動作確
認センサー（自動通報）による見守りシステム 

※3 第 1 号被保険者：市内に住所を有する 65 歳以上の人（住所地特例該当者、適用除外施設入所者を除く）
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２５ 地域福祉の充実 
 

  
 市民、地域、事業者、行政などが連携し、だれもが互いを尊重し、地

域全体で支え合っています。 

 障害のある人が、地域でいきいきと安心して暮らしています。 

 支援を必要としていた人の自立が進んでいます。 

 

現状・課題 

・本市の障害者数は、身体、知的、精神のいずれの障害も増加傾向にあります。 

・障害の有無にかかわらず、だれもが住み慣れた家庭や地域で安心して生活できるよ

う、本人や家族への支援体制やニーズに応じたサービスの充実が必要です。 

・ノーマライゼーション※1の理念に基づき、互いを支え合う市民意識の醸成や環境の

整備を図ることが必要です。 

・生活保護世帯数の増加傾向は止まったものの、横ばい状態が続いています。 

・生活困窮者、生活保護の被保護者の心身の状況に応じた就労支援をさらに推進し、

自立した生活を促すことが必要です。 

・社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会の事業活動は、高い公共性を有しており、

これらとのより一層の連携と財政基盤の安定のための支援が必要です。 

 

施策の展開 ～課題解決のための事業 

 １ 相談・支援体制の充実 

・相談支援事業所※2との連携により、障害のある人が気軽に相談できる体制づくりや

情報提供などを推進します。 

・サービス等利用計画・障害児支援利用計画※3を作成する指定相談支援事業所※4の整

備を推進し、障害のある人への支援の充実を図ります。 

・障害のある人への虐待などの早期発見と未然防止に努めます。 

・生活困窮者、生活保護を必要とする人に対して、安心して相談できる体制づくりに

努めます。 

 

 ２ 日常生活支援の充実 

・障害のある人が安心して自立した生活をおくれるよう、必要とされる障害福祉サー

ビスの提供を推進します。 

・関係機関と連携した生活相談や就労支援などにより、生活困窮者、生活保護の被保

護者の社会的・経済的な自立や生活の安定を促進します。 

目指す姿 
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 ３ 社会参加の支援 

・障害のある人が社会の一員として自立し、それぞれの個性や能力に応じて誇りと生

きがいを持ち、豊かな地域生活がおくれるよう、就労、社会参加の支援を推進しま

す。 

・平成 32 年（2020 年）開催予定の東京オリンピック・パラリンピックを契機として

捉え、障害のある人のスポーツを通した社会参加を促進します。 

・ハローワークとの連携により、生活困窮者、生活保護の被保護者それぞれの状況に

応じた就労支援を推進します。 

 

 ４ 障害についての啓発活動 

・さまざまな機会や方法により、障害そのものや障害のある人への正しい理解を図る

ための啓発を推進します。 

 

 ５ 環境整備の推進 

・世界遺産に登録された富岡製糸場を訪れる多くの来訪者を視野に入れ、バリアフリ

ーやユニバーサルデザインの考えを取り入れたまちづくりを推進します。 

 

 ６ 社会福祉協議会及び民生委員児童委員協議会への支援 

・地域福祉を支える社会福祉協議会及び民生委員児童委員協議会の事業実施に必要な

経費を補助します。 
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市民の役割 

・すべての市民が互いに支え合い、共に生きる社会の実現に努めましょう。 

・障害への正しい理解に努め、障害のある人の人権を尊重しましょう。 

 

まちづくりの目標 

 
指標 指標の説明 

現在 

（平成26年度）

中間目標 

（平成30年度） 

終目標

（平成38年度）

 相談支援を利用している障害

者等の人数 

相談支援体制の充実を測る指

標 

97 人 110 人 130 人 

 就労を希望する生活困窮者・

生活保護被保護者の相談件数 

生活困窮者・生活保護被保護

者の経済的自立の促進を測る

指標 

52 件 60 件 70 件 

 

関連する計画・指針等 

 名称 計画期間 

 地域福祉計画 平成 28 年度～32 年度 

 障害者基本計画 平成 24 年度～28 年度 

障害福祉計画 平成 27 年度～29 年度 

 

※1 ノーマライゼーション：だれもが互いに支え合い、地域でいきいきと明るく豊かに暮らしていける社会が本
来あるべき姿であるという考え方 

※2 相談支援事業所：障害のある人の福祉に関する問題について、相談に応じ、必要な情報の提供・助言を行う
とともに、権利擁護のために必要な援助を行う事業所 

※3 サービス等利用計画・障害児支援利用計画：障害のある人が、障害福祉サービスを適切に利用できるように
作成する計画書 

※4 指定相談支援事業所：障害のある人からの相談に応じ、自立した生活を支え、課題の解決や適切なサービス
利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援する相談支援事業所 
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２６ 子育て支援の充実 
 

  
 子どもを安心して産み、育てられる環境が整っています。 

 子育ての喜びと、子ども達の笑顔があふれるまちになっています。 

 

現状・課題 

・地域の人口減少や核家族化の進行、急速な少子化など、子どもや保護者を取り巻く

社会経済環境が急激に変化しています。 

・結婚や出産の希望実現を促す取組みや、安心して子育てできる環境づくりが求めら

れています。 

・子育ては、保護者が第一義的責任を有するという基本的認識のもと、家庭、学校、

地域など、さまざまな市民がそれぞれの役割を果たし、相互に協力することが必要

です。 

・家庭や地域の実情に応じた支援の充実など、子育て世帯を社会全体で支えて行くこ

とが重要です。 

 

施策の展開 ～課題解決のための事業 

 １ 地域の実情に応じた子育て支援 

・妊娠、出産期から子育ての各年齢期に応じた切れ目のない子育て環境整備を推進し

ます。 

・だれもが気軽に安心して相談できるネットワークづくりと、子ども達の健全育成を

支援する事業を推進します。 

・子育てナビゲーションシステム※1などの活用により、必要とする市民が適切なサー

ビスを受けられるよう、子育て支援・保育サービスに関する情報の周知に努めます。

・子育て支援・保育サービスについて、ニーズ調査に基づいた量的拡充と質的改善を

図るとともに、地域の状況に応じたきめ細やかな支援を推進します。 

・第 3 子以降の保育料無料化・軽減化など、多子世帯に対する経済的負担の軽減支援

を推進します。 

・就学後の費用負担を軽減するために、学校給食費補助等の支援を推進します。 

・関係団体等との連携による取組みにより、結婚を希望する市民の結婚に向けた活動

を支援します。 

 

 

目指す姿 
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 ２ 助け合いによる子育て支援の推進 

・関係機関や民生委員児童委員との連携により、児童虐待の早期発見と未然防止に努

めます。 

・ひとり親家庭の自立支援と、障害児の生活支援、社会参加を推進します。 

・子育てと仕事の両立支援、男性の育児参加の促進など、ワーク・ライフ・バランス

を図る活動を推進します。 
 

 ３ 子ども・子育て支援新制度の推進 

・「富岡市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、利用者が「子ども・子育て支援

新制度」※2への円滑な移行ができるよう配慮します。 

・「子ども・子育て会議」を継続的に運営し、各分野との連携やネットワーク化を図

るとともに、計画や事業の進捗状況の確認と見直し等を推進します。 

 

市民の役割 

・子育て支援に関心を持ち、理解を深めましょう。 

・国や県、市が行う子育て支援に協力しましょう。 

・子育てと仕事の両立など、ワーク・ライフ・バランスの推進に努めましょう。 

・子どもの人権を尊重し、虐待などの早期発見と未然防止に努めましょう。 

 

まちづくりの目標 

 
指標 指標の説明 

現在 

（平成26年度）

中間目標 

（平成30年度） 

終目標

（平成38年度）

 地域子育て支援拠点施設延べ

利用者数 

地域の実態に応じた支援機能

の利用状況を測る指標 

10,888 組 13,600 組 13,600 組

 

関連する計画・指針等 

 名称 計画期間 

 子ども・子育て支援事業計画 平成 27 年度～31 年度 

 

※1 子育てナビゲーションシステム：妊娠、出産、育児までの一貫した情報提供をするとともに、悩みを抱える
保護者が Q＆A 方式によりすぐに確認できる機能や市保健師とのメールによる相談機能、さらに地図情報と
組み合わせた病院、保育施設、公園などの位置確認機能を付加した子育てに関する一体的な電子通信システ
ム 

※2 子ども・子育て支援新制度：平成 24 年（2012 年）8 月に成立した「子ども・子育て支援法」、「認定こども
園法の一部改正」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等
に関する法律」の子ども・子育て関連 3 法に基づく制度  
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２７ 福祉医療制度の充実 
 

  
 だれもが安心して必要な医療が受けられます。 

 

 

現状・課題 

・子ども達が地域で安心して必要な医療を受けられるよう、子育て世帯にかかる医療

費の経済的負担の軽減が必要です。 

・障害のある人の二次障害予防、障害の進行抑止とともに、介助する家族の精神的・

経済的負担の軽減が必要です。 

・ひとり親家庭や、親のいない子ども達が社会的に孤立することなく、経済的に安定

して、心身ともに健康的な生活をおくるための支援が必要です。 

 

施策の展開 ～課題解決のための事業 

 １ 子ども医療費助成 

・子育て世帯の医療費負担を軽減するとともに、子ども達が安心して必要な医療が受

けられるよう、医療費の一部を助成します。 

 

 ２ 重度心身障害者・高齢重度障害者医療費助成 

・障害のある人が必要な医療を受けられるとともに、介助する家族の負担が軽減され

るよう、医療費の一部を助成します。 

 

 ３ ひとり親家庭等の医療費助成 

・経済的に不安定になりやすいひとり親家庭等が、健康的な生活をおくれるよう、医

療費の一部を助成します。 

 

市民の役割 

・日頃から自分の健康に注意するとともに、周囲の人達の健康にも目を配り、地域ぐ

るみでの健康的な生活の推進に努めましょう。 

 

  

目指す姿 
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２８ 保健・医療・救急体制の充実 
 

  
 市民それぞれがライフステージに応じた健康づくりに取組み、だれも

が健やかに安心して暮らしています。 

 安心して妊娠、出産、子育てができるまちになっています。 

 地域の医療、救急体制が充実し、だれもが安心して暮らしています。

 

現状・課題 

・市民の健康への意識は年々高まっていますが、各種健（検）診の受診率は、毎年低

い状態で推移しており、健（検）診の重要性の周知と、結果に基づく保健指導の充

実、若年層を含めた生活習慣病対策の推進を図ることが必要です。 

・一人ひとりが「自分の健康は自分でつくる」という意識を持ち、取組めるよう、さ

まざまな年代の市民ニーズに応じた保健サービスの充実が求められています。しか

し、その環境は必ずしも十分とはいえない状況にあり、市民の健康づくりのための

人的支援や環境整備などが必要です。 

・脳血管疾患の罹患率が年々増加傾向となっています。アルコールの摂取量の調節や

禁煙、肥満予防など脳血管疾患に対する対策が必要です。 

・安心して妊娠、出産、子育てができる支援体制の整備が求められています。また、

保健センターを拠点とした妊婦や乳幼児健康診査のほか、家庭訪問、健康教育・相

談、予防接種など、各種事業のさらなる充実が必要です。 

・健康、医療、介護、育児などに関して、さまざまな不安を抱えている市民がいつで

も安心して相談できるよう、「とみおか健康ダイヤル 24」※1 や「小児救急電話相談

（＃8000）」※2などの周知が必要です。 

・高齢化の進行とともに、高齢者の結核やインフルエンザ予防などの感染症対策がま

すます重要となっています。また、学童期における子ども達の予防接種を重視し、

集団感染の未然防止に取組むことが重要です。 

・公立富岡総合病院は地域の中核病院として機能しており、近年では市内を中心とし

た近隣の医療機関との連携体制が整ってきています。今後さらに、保健・福祉・医

療の連携や、災害時等非常時の連携体制を図ることが必要です。 

・救急講演会や子育て教室などへの参加で応急措置等に関する知識の習得を促すとと

もに、救急救命の実技や救命器具の使い方について、日常的に訓練を行い、急病や

事故などに備えることが必要です。 

・ライフスタイルの多様化や核家族化による食生活の変化、さまざまな食材が入手で

きる環境を踏まえ、市民の食に関する意識をさらに醸成するとともに、地産地消に

よる安全・安心で健全な食生活を促すことが必要です。 

 

 

目指す姿 
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施策の展開 ～課題解決のための事業 

 １ 健康づくりの推進 

・すべての世代を対象とする健康教室を実施します。特に若年時から健康的な生活習

慣を身につけられるよう促し、生涯にわたる健康づくりを推進することにより、健

康寿命の延伸を目指します。 

・各種健（検）診を受診しやすい環境づくりに取組み、受診率の向上を図ります。 

・特定健診の結果に応じた保健指導の実施により、メタボリック・シンドロームの該

当者とその傾向にある人の減少に努めます。また、保健指導に加えて、自己対策の

周知を推進し、脳血管疾患の罹患率の低減を図ります。 

 

 ２ 母子保健の充実 

・各種教室や講習会の実施による正しい知識の啓発を図るとともに、妊娠から出産、

育児まで、心身ともに安心してすごせるよう、切れ目のない支援に努めます。 

・不妊治療費を助成し、高額な治療費への自己負担の軽減を図ることにより、不妊に

悩む人を支援します。 

・妊婦や乳幼児のいる家庭への訪問など各種相談事業の充実を図り、母親の心理的負

担等の軽減を図ります。 

・妊婦や乳幼児の健康診査の充実を図り、異常の早期発見や健康状態の確認等の健康

管理に努めます。 

 

 ３ 地域医療連携 

・公立富岡総合病院、七日市病院をはじめとする地域の医療機関、医師会、歯科医師

会との連携により、救急医療・救急歯科診療体制、感染症蔓延予防体制の充実や、

災害時における連携体制の強化を図ります。 

・安心して暮らせる医療環境の充実に向け、救急医療体制や医療サービス水準の向上

に努めます。また、安心して子育てできるまちづくりを目指して、小児救急医療の

充実を関係各署に働きかけていきます。 

・体調の管理や、病気の治療相談が受けられる、かかりつけ医・歯科医・薬局の普及

を推進し、適切な受診行動を促します。 

・広域消防との連携により、地域や地区の PTA 等を対象とした応急措置等に関する

知識や実技、AED の使い方などの講習会を実施し、地域における救急救命体制の

強化を図ります。 
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 ４ 食育推進 

・市民一人ひとりが食への関心を深めるとともに、食に関する正しい知識や判断力を

身につけられるよう、学校、家庭、地域、関係機関などと連携して、健全な食生活

の実践や、生涯にわたる健康増進を促進します。 

・「お富ちゃん食育カルタ」※3の家庭や保育施設、学校での活用を促し、子ども達の

食に関する意識の醸成を図るとともに、地産地消による安全・安心な食生活を促進

します。 

 

市民の役割 

・保健や医療に関心を持ち、日頃から健康管理に努めましょう。  

・各種健（検）診を積極的に受診しましょう。 

 

まちづくりの目標 

 
指標 指標の説明 

現在 

（平成26年度）

中間目標 

（平成30年度） 

終目標

（平成38年度）

 大腸がん検診受診率 

 

受診しやすい環境と啓発の効

果を測る指標 

「大腸がん検診受診者数／検

診対象者数×100」 

16.1％ 20.0％ 50.0％ 

 特定健康診査受診率 生活習慣病対策の推進を図る

ための指標 

「特定健康診査受診者数／健

診対象者数×100」 

40.4％ 50.0％ 70.0％ 

 健康教室参加者数 健康づくりに自ら取組む市民

意識の高揚を測る指標 

2,075 人 3,200 人 6,000 人 

 

関連する計画・指針等 

 名称 計画期間 

 健康増進計画「健康とみおか２１」及び食育推進計画 平成 28 年度～34 年度 

 
※1 「とみおか健康ダイヤル 24」：市民が利用できる専用回線。健康、医療、介護、育児などの電話相談を 24 時

間年中無休体制で相談の分野ごとに、医師や看護師などの専門スタッフが応対 

※2 「小児救急電話相談（＃8000）」：全国同一の短縮番号（＃8000）をプッシュすることにより、夜間や休日
でも小児科医師・看護師から症状に応じた適切な対処の仕方等のアドバイスを受けられる 

※3 「お富ちゃん食育カルタ」：平成 25 年（2013 年）12 月、食育を楽しく遊びながら学べるよう本市が作成し
たカルタ。絵札は本市のキャラクター「お富ちゃん」を主役に市内のさまざまな場所で撮影 
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２９ 医療保険制度の安定運営 
 

  
 国民健康保険制度や後期高齢者医療制度の安定した運営が図られ、だ

れもが安心して医療が受けられます。 

 

 

現状・課題 

・被保険者の高齢化や医療の高度化により、国民健康保険の医療費が増大しています。

その一方で、厳しい社会経済状況を背景に、保険税収入は伸び悩んでおり、将来に

わたって制度を安定的に運営するためには、被保険者からの保険税収入だけでなく、

市による財政支援が欠かせません。 

・国民健康保険は、平成 30 年度（2018 年度）から県と市が共同で運営にあたること

になりますが、運営方法が変わることによる被保険者の負担増を抑える支援が必要

です。 

・高齢者の医療費負担が増大する一方、年金の受給額は減少傾向にあり、高齢者世帯

の経済的負担が大きくなっています。高齢者が安心して適切な医療を受けるために

は、後期高齢者医療制度の安定した運営が必要です。 

 

施策の展開 ～課題解決のための事業 

 １ 市民の健康増進による医療費の削減・適正化 

・市民がそれぞれの健康に関心を持ち、積極的に健康づくりに取組めるような情報と

機会を提供し、医療費の削減・適正化を図ります。 

 

 ２ 国民健康保険税収納率の向上 

・国民健康保険税収納率の向上に努め、財政の安定化を図ります。 

・滞納者への対応として、滞納分析に基づく適切な納税相談・指導を行うとともに、

厳正な滞納処分を実施し、国民健康保険税の確保に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

目指す姿 
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市民の役割 

・日頃から健康の維持や管理に努めましょう。 

・緊急性の低い夜間・休日の受診、はしご受診※、救急車の利用を控え、医療機関の

効率的な利用に努めましょう。 

・健康の維持や増進のための事業に積極的に参加しましょう。 

・国民健康保険税の納期を守って納税しましょう。 

 

まちづくりの目標 

 
指標 指標の説明 

現在 

（平成26年度）

中間目標 

（平成30年度） 

終目標

（平成38年度）

 国民健康保険税収納率 

（現年度分） 

国民健康保険税収納率の向上

を測る指標 

94.1％ 95.0％ 98.0％ 

 
※ はしご受診：同じ病気で複数の医療機関を受診すること。医療費が増加するとともに、重複する検査や投薬

によりかえって体に悪影響を与えてしまう場合がある 
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第６章 市民協働・行政運営 

みんなで支え合い、みんなで創る協働のまち 
 

 

 

 

 

 30 市民協働の推進 

 31 人権尊重社会の実現 

 32 国際交流・地域間交流活動の推進 

 33 質の高い市民サービスの提供 

 34 持続可能な行政運営 
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３０ 市民協働の推進 
 

  
 市民協働の手法によって市民の力が総結集され、「世界遺産にふさわし

いまち」としての活力が満ちています。 

 

現状・課題 

・今後さらに進行することが予想される人口減少、少子高齢化は、福祉、環境、子育

てをはじめとする市民の暮らしに密接したさまざまな課題をより深刻なものにする

と考えられ、従来の一律な行政サービスによる対応では、市民の暮らしの基盤であ

る地域を維持することが難しい状況になりつつあります。 

・市民一人ひとりが地域のことを「自分のこと」として考え、行動することを協働の

基礎として意識し、実践することが求められています。 

・市民協働へのはじめの一歩として、若い世代が「世界遺産があるまち」に誇りを持

ち、積極的にまちづくりにかかわることに大きな期待がよせられています。 

 

施策の展開 ～課題解決のための事業 

 １ 地域づくり推進事業 

・地域づくりを市民の力で推進するための体制づくりを検討します。 

・市内 12 地区それぞれの地域づくり協議会の活動を支援します。 

・情報の受発信やさまざまな交流の機会・場の提供を推進し、地域づくりの活性化に

努めます。 

 

 ２ 市民協働事業 

・「市民協働基本指針」に基づき、「世界遺産があるまち」にふさわしいまちづくりの

推進に取組みます。 

 

 ３ 官学連携事業 

・連携協定を締結している大学をはじめとする県内外の大学と連携し、学生の視点と

大学の教育・研究機関としての力を活用し、地域の活性化に努めます。 

・市内の高校と連携を図り、高校と高校生が地域づくりにかかわる環境を整えるとと

もに、高校生の郷土愛を育くむ取組みを推進します。 

  

目指す姿 
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市民の役割 

・身近な地域における問題や課題に関心を持ち、解決のために自分にできることを考

え、行動しましょう。 

・地域づくりや市民協働に関する情報を積極的に入手し、理解を深めましょう。 

・地域づくり協議会の活動に積極的に参加しましょう。 

・地域の担い手を育成するために、大学生や中高生が、地域の行事等にかかわるよう、

積極的に働きかけましょう。 

 

まちづくりの目標 

 
指標 指標の説明 

現在 

（平成26年度）

中間目標 

（平成30年度） 

終目標

（平成38年度）

 地域づくり協議会から市への

事業提案数 

地域づくり協議会の活動の推

進状況を測る指標 

47 件 50 件 60 件 

 市民が参画する会議等開催数 市の施策への市民参画機会の

充実を測る指標 

52 件 55 件 60 件 

 審議会等における市民委員の

参加者数 

市の施策等の決定の場への市

民の参画状況を測る指標 

647 人 750 人 850 人 

 

関連する計画・指針等 

 名称 計画期間 

 市民協働基本指針 平成 27 年度～ 
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３１ 人権尊重社会の実現 
 

  
 市民一人ひとりが人権について理解し、ともに尊重し合い、心豊かで

健康に暮らしています。 

 男女が互いの人権を尊重し、責任を分かち合い、性別にかかわりなく

個性と能力を発揮しています。 

 

現状・課題 

・基本的人権について市民の意識や人権・差別問題への関心は高くなっていますが、

その一方で、差別的行動や発言などの事案が発生しています。すべての市民が人権

について理解し、行動できるよう、学校教育や社会教育などを通じた人権教育や啓

発の計画的な推進が必要です。 

・「男は仕事、女は家庭」など、性別による固定的な役割分担を押し付ける意識や、職

場における採用、昇格、賃金等の差別待遇など、男女共同参画を妨げる問題がまだ

根強く残っています。男女がさまざまな分野で尊重し合い、責任を分かち合いなが

ら活躍できる男女共同参画の環境整備が求められています。 

 

施策の展開 ～課題解決のための事業 

 １ 人権教育・啓発の推進 

・「人権教育・啓発に関する基本計画」について、市民意識調査の結果や社会情勢を

踏まえた見直しを行い、さらなる教育・啓発を推進します。 

 

 ２ 男女共同参画の推進 

・「男女共同参画基本計画」に基づき、男女共同参画社会の実現を目指します。 

  

目指す姿 
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市民の役割 

・人権について理解を深め、互いの人権を尊重し合いましょう。 

・人権や男女共同参画について関心を持ち、積極的に情報の入手や講演会等へ参加し

ましょう。 

・ワーク・ライフ・バランスの推進を図りましょう。 

 

まちづくりの目標 

 
指標 指標の説明 

現在 

（平成26年度）

中間目標 

（平成30年度） 

終目標

（平成38年度）

 審議会等における女性委員の

登用率 

市の施策等の決定の場への女

性の参画状況を測る指標 

24.8％ 35％ 40％ 

 人権に関する講演会・研修会

の回数 

人権教育の機会提供の充実を

測る指標 

2 回 4 回 10 回 

 人権に関する講演会・研修会

への 1 回当たり参加者数 

人権教育を積極的に受ける市

民の状況を測る指標 

150 人 200 人 300 人 

 

関連する計画・指針等 

 名称 計画期間 

 人権教育・啓発に関する基本計画 平成 28 年度～37 年度 

 男女共同参画基本計画 平成 26 年度～30 年度 
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３２ 国際交流・地域間交流活動の推進 
 

  
 国際的にひらかれた都市が形成され、国籍や言語にかかわらず、だれ

もが暮らしやすい地域づくりが進んでいます。 

 交流人口の増加により、まちが賑わい、魅力にあふれています。 

 

現状・課題 

・富岡市国際交流協会を中心に国際交流事業が展開されており、国際交流員による外

国語講座、日本語を学ぶ会、外国料理体験講座等の実施を通し、国際感覚あふれる

人材育成が行われています。今後は、より多くの市民の国際交流活動への意識を醸

成することが必要です。 

・国際化社会は、「外国と日本の人・物・文化が対等に共存する社会である」という認

識に立ち、相互に認め合い、理解し合える社会づくりに努めることが必要です。 

・世界にひらかれた、活力ある「世界遺産があるまち」にふさわしい発展が求められ

ています。 

・国内では長野県岡谷市と姉妹都市、埼玉県深谷市及び神奈川県横須賀市と友好都市

となっており、互いの地理的環境や特色の違いを活かした交流活動を推進していま

す。また、文化、スポーツなどの面で同様の方向性を持つ自治体と、市民主体の交

流を行い、互いの都市の魅力を磨き合っています。 

・近年、地方回帰や二地域居住の機運が高まっていることを受け、新たな移住や定住

につながる施策を展開することが必要です。 

 

施策の展開 ～課題解決のための事業 

 １ 国際交流の推進 

・行政全般にわたる国際化に向けた施策を積極的に推進し、国際的にひらかれた活力

あるまちとしての発展を図ります。 

・多様な文化や諸外国との相互理解を深め、国際感覚豊かな人材育成が図られるよう、

市民主体の国際交流活動の支援を推進します。 

・在住外国人が安心して暮らせるよう、日本語学習の多言語相談などの生活支援に取

組みます。 

 

  

目指す姿 
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 ２ 国内都市との交流促進 

・姉妹都市、友好都市をはじめとする、各都市との市民主体の交流を引き続き促進し、

交流人口の拡大を図るとともに、本市の魅力発信に努めます。 

 

 ３ 移住・二地域居住等の推進 

・「世界遺産があるまち」としての魅力、移住場所としての魅力を全国に発信し、移

住促進のための各種情報の提供及び支援に取組みます。 

・本市の多面的な特性を活かすとともに、移住希望者の受入態勢の整備を図り、交流

人口の拡大と定住人口の増加に努めます。 

 

市民の役割 

・国際交流や地域間交流に関心を持ちましょう。 

・各種交流活動に積極的に参加しましょう。 

 

まちづくりの目標 

 
指標 指標の説明 

現在 

（平成26年度）

中間目標 

（平成30年度） 

終目標

（平成38年度）

 国際交流協会事業への年間参

加者数 

国際交流のための事業への参

加状況を測る指標 

2,300 人 2,500 人 2,800 人 
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３３ 質の高い市民サービスの提供 
 

  
 市民と行政の協働やＩＣＴの活用により、効率的で利便性の高い行政

サービスが提供されています。 

 市民が市政に関心を持ち、市民にとって市役所や市職員がより身近な

存在になっています。 

 

現状・課題 

・市民と行政が市の情報や課題を共有する上で「広報とみおか」の全戸配布は重要な

役割を果たしています。さらに多くの情報をより多くの市民にわかりやすく届ける

ために、さまざまな方法による積極的な情報発信が必要です。 

・市民に親しまれる開かれた市役所であるために、職員一人ひとりの専門性やコミュ

ニケーション能力の向上、窓口や手続きの一元化など、便利で質の高い行政サービ

スの提供が求められています。 

・情報化の進展に伴う市民生活の変化を踏まえ、ICT を活用した情報体制をさらに充

実させ、市民サービスをより迅速で適切に提供することが求められています。 

・地方分権が進み、市民ニーズが多様化する中、新たな行政課題への的確な対応や、

地域の実情にあった施策展開が求められており、そのための職員の資質向上や能力

開発など、人材の育成と確保が必要です。 

 

施策の展開 ～課題解決のための事業 

 １ 広報広聴活動の充実 

・市民により親しまれる広報紙づくりに努めます。 

・さまざまな媒体を活用し、より多くの市民に市政情報を発信します。 

・市民と行政が対話できる機会や市民が市政に参加できる機会を拡充します。 

 

 ２ 電子自治体の推進 

・ICT を活用した市民サービスを充実させ、申請や手続き等の利便性向上を図ります。

・情報公開制度や個人情報保護制度などの適正な運用に努めます。 

・情報セキュリティ策を強化し、個人情報をはじめとする、市が保有する情報を適正

に管理します。 

 

  

目指す姿 
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 ３ 窓口サービスの質の向上 

・総合窓口の設置などにより、市民の利便性とサービスの質の向上を図ります。 

・いつでも気持ちよく利用できる、親切で丁寧な窓口サービスに努めます。 

 

 ４ 人材育成の充実 

・社会経済情勢の変化を的確に捉え、広い視野と高い能力を備えた、地方分権時代に

ふさわしい職員の育成を図ります。 

・業務におけるさまざまな機会や場を活用し、職員の資質向上を図ります。 

 

 ５ 計画行政の推進 

・行政評価※の活用、総合計画に掲げる指標の達成状況の検証などにより、市民のより

高い満足を見据えた施策を計画的に推進します。 

 

 ６ ユニバーサルデザインの実現 

・新庁舎の整備にあたって、だれでもわかりやすい案内表示、使いやすいエレベータ

ーやトイレ、安全で歩きやすい通路等を備えたユニバーサルデザインの導入を図り

ます。 
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市民の役割 

・市政情報に関心を持ち、積極的な情報入手に努めましょう。 

・アンケート調査など市政に関する各種調査に協力しましょう。 

・市政に関する説明会や対話集会に参加しましょう。 

・市が策定するさまざまな計画や指針などに関心を持ちましょう。 
 

まちづくりの目標 

 
指標 指標の説明 

現在 

（平成26年度）

中間目標 

（平成30年度） 

終目標

（平成38年度）

 市ホームページからの電子申

請件数 

ICT 活用による利便性向上を

測る指標 

50 件 500 件 500 件 

 情報セキュリティ研修の対象

職員数 

情報セキュリティ人材教育の

推進を測る指標 

40 人 全職員 全職員 

 

関連する計画・指針等 

 名称 計画期間 

 情報セキュリティーポリシー 平成 23 年度から毎年度見直し 

 

※ 行政評価：行政が実施する政策、施策及び事業等の成果や目標達成度などを客観的に評価及び検証を行い改
善に結びつける手法 
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３４ 持続可能な行政運営 
 

  
 社会経済情勢の変化に対応した効果的・効率的で健全な行財政経営が

されています。 

 市民ニーズを踏まえ、総合計画の基本構想、基本計画に掲げた目標が

計画的に実現されています。 

 

現状・課題 

・市民サービスの貴重な財源となる市税などの収納率の向上や、行財政改革プランの

策定による制度・仕組みの見直し、職員の意識改革の推進など、効果的・効率的な

行財政運営に努めています。 

・社会経済情勢の変化による社会保障費の増加や市税収入の減少などに対応した適切

な行財政経営、将来の見通しなどについて、市民に対する説明責任を果たすととも

に、幅広い観点で健全性を維持する取組みがより一層求められています。 

・新たな財源確保と効率的な財政運営のため、市が保有するさまざまな財産の有効活

用がこれまで以上に求められています。 

・地方分権時代を見据え、自立した行政基盤を確立するために、市民の交流圏に対応

した魅力ある都市圏の形成が必要です。 

 

施策の展開 ～課題解決のための事業 

 １ 健全な財政運営 

・正確な情報収集・分析に基づく適正な予算編成やその執行に努め、経常収支比率な

ど財政指標の健全化の維持・向上を図ります。 

・さまざまな方法を検討・活用し、新たな財源の確保に努めます。 
 

 ２ 市税等の適正・公平な賦課と徴収 

・課税対象の的確な把握により、適正かつ公平な賦課徴収の強化を図り、市税収納率

の向上と歳入の確保に努めます。 
 

 ３ 市有財産の適正管理と有効活用 

・利用可能な市有財産の適正管理を図るとともに、売却や貸付を含めた有効活用を積

極的に推進します。 
 

 ４ 定員管理の適正化 

・富岡市定員管理計画に基づき市職員の適正な定員管理を推進します。 

目指す姿 
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 ５ 効率的な民間活力の活用推進 

・事業の種類や目的に応じて、外部委託、指定管理者制度、PFI※、人材派遣など、民

間事業者等の優れた技術やノウハウの活用を推進し、効果的・効率的な行政運営に

努めます。 

 

 ６ 受益者負担の適正化 

・施設利用料等の見直しを行い、受益者負担の適正化を図ります。 

 ７ 広域行政の推進 

・中長期的な展望に立った行政の広域連携強化を図り、近隣市町村に共通する課題の

広域的な視点による解決に努めます。 

 

市民の役割 

・市の予算や税金の使われ方に関心を持ちましょう。 

・第 2 次富岡市総合計画の内容を理解しましょう。 

 

まちづくりの目標 

 
指標 指標の説明 

現在 

（平成26年度）

中間目標 

（平成30年度） 

終目標

（平成38年度）

 経常収支比率 財政構造の弾力性を測る指標

（75～80％未満が妥当とされ

る） 

87.7％ 85.0％ 75.0％ 

 市税収納率 

（滞納繰越分含む） 

市税（国民保険税を除く）の

収納状況を測る指標 

94.1％ 95.5％ 97.0％ 

 

関連する計画・指針等 

 名称 計画期間 

 職員定員管理計画 平成 28 年度～32 年度 

 

※ PFI：「Private Finance Initiative」の略。公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及
び技術的能力を活用して行う手法 
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第７章 地域別計画 

 
 

 

 

 

 

 １ 七日市・黒川地区 

 ２ 富岡地区 

 ３ 東富岡地区 

 ４ 黒岩地区 

 ５ 一ノ宮地区 

 ６ 高瀬地区 

 ７ 額部地区 

 ８ 小野地区 

 ９ 吉田地区 

 10 丹生地区 

 11 高田地区 

 12 妙義地区 
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地域別計画について 
 

 

１ 地域づくり協議会について 

本市では、「地域の問題や課題を自分たちで考えよう・解決しよう」というさまざま

な「市民力」が地域で芽生え、育まれつつあり、市民協働のまちづくりが少しずつ始ま

っています。しかし、少子高齢化と人口減少によって、活動体制の維持が難しくなるこ

とが心配されており、少子高齢化と人口減少への対応は市民協働のまちづくりを進め

る上の大きな課題となっています。 

市民協働によるまちづくりをさらに推進し、少子高齢化や人口減少に対応した継続

的な活動とするために、平成 25 年度（2013 年度）より、地区公民館区を単位として、

特色ある地域づくり活動を支援する「地域づくり協議会活動助成事業」を実施してい

ます。 

また、その実施主体として市内 12 地区※すべてで、地域自治組織「地域づくり協議

会」が設立され、平成 27 年（2015 年）5 月には、市民と行政共通のガイドラインとし

て「富岡市市民協働基本指針」を策定しました。 

これらの環境整備により、「地域づくり協議会」をプラットフォーム（基盤）とする

地域住民の発想による新たな活動や、従来の地域活動を充実・発展させた活動など、自

主的・主体的かつ継続性の見込まれる活動が計画・実施されています。 

【市内 12 地区の分布】 

※ 市内 12 地区：「富岡市地域づくり活動補助金交付要綱」第 3 条に基づく地域自治組織の区分 
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２ 地域別計画とは 

各地域の「地域づくり協議会」では、平成 27 年（2015 年）10 月までに、地域住民

自身が地域の課題解決に取組むための「道標」となる中・長期計画として「地域まち

づくり計画」を策定しました。 

この「地域まちづくり計画」において各地域が掲げた「まちづくりの将来像」「地域

の特徴・現状と課題」「まちづくりの基本方針」を「第 2 次富岡市総合計画」の地域別

計画として位置づけ、「世界遺産があるまち」にふさわしい市民協働によるまちづくり

を推進します。 

 

３ 計画期間 

地域別計画の計画期間は、「第 2 次富岡市総合計画」との整合性を図るため、基本構

想と同様に、平成 39 年（2027 年）3 月までの 11 年間とします。 

ただし、市長任期や公約・マニュフェストとの整合性を図りつつ、社会情勢や地域

住民ニーズの変化等に的確に対応するため、基本計画と同様に、前期・中期・後期の

3 つの計画期間を設定し、前期計画期間を 3 年間、中期・後期計画期間をそれぞれ 4

年間とし、計画期間ごとに見直しを行います。 
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１ 七日市・黒川地区 
 

データ 人口 6,701 人（男性 3,352 人 女性 3,349 人） 世帯数 2,745 世帯 
 平成 27 年 4 月 1 日現在 

 

まちづくりの将来像  
 

一人ひとりが生きがいをもち、支えあい 

人のつながりを大切にする地域づくり 

 

地域の特徴・現状と課題 

本地域は、七日市地区と黒川地区の 2 つの地区で構成されています。両地区の中央

を東西に国道 254 号富岡バイパスが走り、高田川が流れています。その南側に位置す

る七日市地区は東西に国道 254 号と上信電鉄が走り、古くからの住宅地が広がってい

ます。北側に位置する黒川地区は、市立美術博物館やかぶら文化ホール、県立自然史

博物館、もみじ平総合公園などのある丘陵に接しています。南向きのなだらかな斜面

に田畑と住宅地が広がっており、新たな住宅地が増加しています。 

また、地域内には、前田家の七日市藩陣屋跡や蛇宮（じゃぐう）神社、黒川城址や

雨宮神社などがあり、地域の歴史を今に伝えています。富岡市生涯学習センターと市

立図書館もあり、市の生涯学習の拠点となっています。 

このような文化的な環境を背景に、本地域では従来、七日市黒川地区社会教育振興

会を組織し、地域全体の大きな行事を進めており、誇るべき地域の伝統文化や歴史の

継承を図っています。 

本地域においても少子高齢化が進み、今後、活動体制の維持・推進が課題となって

います。 

 

まちづくりの基本方針 

 １ 地域を担う後継者育成 

・地域の継続的な活性化を図るため、地域を担う後継者を育成します。 

 ２ 次代を担う子ども達の育成 

・地域で生きる児童・生徒の育成に取組み、次代を担う人材を育成します。 

 ３ 住みやすく、安全な環境づくり 

・潤いのある、住みやすい、安全な環境づくりを推進します。 
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143 

 

 

 

 

 ４ 地域の伝統文化の保存と継承 

・地域の伝統文化を知り、守り、愛着をもって継承する活動を推進します。 

 

取組んでいる主な事業 

  有名アスリートの講義と実習、「七黒ウォーク」の実施（体育振興部会事業） 

 「地域の歴史を知ろう」講演会、敬老まつりに富岡中学校吹奏楽部の演奏、文化祭での世代間

交流、小学生への読み聞かせ活動（福祉文化部会事業） 

 安全パトロールの見直し、地域の安全を守る防災マップづくり（安全安心部会事業） 

 花いっぱい運動の推進、ゴミ出しマナーアップの推進（環境美化部会事業） 
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２ 富岡地区 
 

データ 人口 7,485 人（男性 3,562 人 女性 3,923 人） 世帯数 3,155 世帯 
 平成 27 年 4 月 1 日現在 

 

まちづくりの将来像  
 

互いに助けあい 心の通いあう 

みんなに優しい地域づくり 

 

地域の特徴・現状と課題 

本地域は、市の中心に位置し、飲食店・小売店などの商業施設や住宅が連担してい

ます。また、市役所、学校、警察署、法務局等の公的機関のほか、公立富岡総合病院

などの医療機関、銀行、工場など、主要な都市機能が集積しており、市の経済、文化、

歴史の中心的な地域として発展してきました。東西に上信電鉄、国道 254 号や同国道

バイパス、南北に幹線道路が通り、西から東に流れる高田川沿いには米や野菜などの

生産に適した優良農地が広っています。 

また、地域の西部には、世界遺産で国宝の富岡製糸場があり、周辺の中心市街地を

含めた地域には多くの人々が訪れており、まちが急激に変化しています。 

このような、急激に増加した来訪者やそれに伴うまちの変化に応じたまちづくりが

必要となっています。また、近年は、地域内の少子化や高齢化が進行しており、地域

活力の低下が懸念されており、地域社会の維持が課題となっています。 

このため、世界遺産を抱える中心地域としての自負を持ち、住民自身による安心し

て暮らせる住みよい地域づくりを基本として、全国から訪れる観光客をはじめとする

人びとに優しい、おもてなしの心を持った地域づくりをめざします。 

 

まちづくりの基本方針 

 １ スポーツの振興（スポーツ振興部会） 

・スポーツに親しみ、みんなが元気いっぱいに暮らせる地域づくりを推進します。

 ２ 青少年健全育成の推進（青少年健全育成部会） 

・青少年をみんなで見守り、健全に育てる地域づくりを推進します。 

 ３ 文化芸能の振興（文化芸能部会） 

・文化や芸術とふれあい、みんなが心豊かに暮らせる地域づくりを推進します。 
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 ４ 交通安全・防犯・防災の推進（交通安全防犯防災部会） 

・事故や犯罪をなくし、みんなが自ら守る安全・安心な地域づくりを推進します。

 ５ 地域環境美化の推進（地域環境美化部会） 

・地域の水と緑、環境をみんなで大切にし、暮らしやすい地域づくりを推進しま

す。 

 ６ 高齢者支援の推進（高齢者支援部会） 

・人と人とのつながりを強め、みんなが互いに支えあう地域づくりを推進します。

 

取組んでいる主な事業 

  軽スポーツ教室及び運動できる場の提供事業 

 子どもの集い、救急救命教室事業 

 コーラス教室事業 

 防犯防災パトロール事業 

 地域内清掃活動、花いっぱい活動事業 

 高齢者居場所づくり事業 
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３ 東富岡地区 
 

データ 人口 4,256 人（男性 2,089 人 女性 2,167 人） 世帯数 1,505 世帯 
 平成 27 年 4 月 1 日現在 

 

まちづくりの将来像  
 

拡げよう 健康づくり・人づくり 

 

地域の特徴・現状と課題 

本地域は、市の東側に位置し、鏑川と高田川に沿った曽木、田篠、君川、星田の 4

地域で構成されています。 

曽木区には久保遺跡、田篠区には古墳遺跡群、君川区にはサメの歯の化石出土地、

星田区には虚空蔵信仰等があり、文化と歴史の薫り高い地域です。 

地域内には、幹線としての国道 254 号とこれに並行して上信電鉄が通り、さらにそ

の北側には国道 254 号富岡バイパスが通っており、沿線には病院や大型店舗の立地が

進んでいます。また、鏑川と高田川は本地域内で合流しており、合流点の上流側では

両河川沿いに肥沃な台地が広がり、稲作や苺・玉葱等の栽培が盛んです。 

しかし、近年若年層の地域外への流出が進んでおり、少子化等による人口の減少と

高齢化の進行による地域活力の低下が懸念されています。 

 

まちづくりの基本方針 

 １ スポーツに親しみ、みんなの心が豊かになる地域づくり（文化・体育部会） 

・多くの住民がスポーツに親しみ、スポーツを通じてみんなの心が豊かになる地

域づくりを推進します。 

 ２ みんなで参加、安全・安心な地域づくり（安全・安心部会） 

・地域で暮らす住民みんなの参加によって、安全に安心して暮らせる地域づくり

を推進します。 

 ３ みんなで支えあい、やさしく見守る地域づくり（子ども・女性部会） 

・みんなで支えあい、やさしく見守りあう地域づくりを推進します。 
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取組んでいる主な事業 

  バスハイキングによる世代間交流（文化・体育部会事業） 

 防犯・防災のための防犯看板リニューアル（安全・安心部会事業） 

 通学路環境整備のための高木伐採・除草作業（子ども・女性部会事業） 
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４ 黒岩地区 
 

データ 人口 1,748 人（男性 882 人 女性 866 人） 世帯数 646 世帯 
 平成 27 年 4 月 1 日現在 

 

まちづくりの将来像  
 

後世に誇れる黒岩を目指して 

 

地域の特徴・現状と課題 

本地域は、市の北部に広がる富岡丘陵の南西部に位置し、高田川の支流星川によっ

て樹枝状に開析された自然環境に恵まれた地域です。オオツノシカの化石出土地でも

あり、弘法大師ゆかりの大日尊など、地域の歴史が語り継がれています。南側には市

立美術博物館やかぶら文化ホール、県立自然史博物館、もみじ平総合公園が広がり、

市内外から多くの人が訪れています。 

かつては養蚕やコンニャク栽培を行う専業農家が多い地域でしたが、近年では市内

外へ通勤する住民が増える一方、農業従事者の減少や耕作放棄地等が増加しており、

その対応が必要となっています。 

また、地区内には市の中心市街地と安中市、高崎市をつなぐ県道が通っていますが、

県道及び市道は狭隘な箇所があり、その安全策が課題となっています。さらに、地区

内を流れる一級河川星川の環境美化等に課題があります。地域住民からは、富岡イン

ターチェンジから延びる県道中野谷・富岡線の整備により地域の活性化が図られるこ

とに期待が寄せられています。 

 

まちづくりの基本方針 

自然に恵まれた私たちの地域は、先人が築き上げた歴史文化の誇れる地域です。こ

の地域を、夢と希望のある住み良い地域にするため、オール黒岩で取組みます。 

 １ 共に支えあう地域の輪を広め 安心して暮らせる地域づくり  

・住民同士が支えあう地域の輪を広め、安心して暮らせる地域にしよう。 

 ２ 自然を大切にし、美しい環境の中で暮らせる地域づくり 

・地域の自然を大切にし、美しい環境に囲まれた地域にしよう。 

 ３ 元気に働き、活動できる健康長寿の地域づくり 

・年齢にかかわらず、だれもが元気に働き、楽しく活動できる健康長寿の地域に

しよう。 
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 ４ 心身ともに豊かに暮らせる地域づくり 

・スポーツと文化の振興に努め、郷土に愛着を持ち、心身ともに豊かに暮らせる

地域にしよう。 

 ５ 「住み良い 住みたい 住んでいて良かった」と思える地域づくり 

・住民が「住み良い、住んでいてよかった」と思うだけでなく、これから「住み

たい」と思う人が増えるような魅力あふれる地域にしよう。 

 

取組んでいる主な事業 

  自然環境保全の推進によるホタル観賞会の実施計画など地域活性化活動や県内外先進地視察

（運営部会） 

 バスハイク・地区交流集会などの地域交流事業による健康増進活動、各種スポーツ大会への参

加などスポーツ活動支援、文化祭の充実など芸術文化活動支援（交流部会） 

 花いっぱい運動の推進、ふるさとふれあいの道整備など里山等の美化活動、黒岩三角公園など

のミニ公園整備（環境美化部会） 

 付き添い下校時児童見守り活動、「児童見守り活動中」のぼり旗設置、高齢者見守り活動、防犯

パトロール活動、高齢者を対象とした防犯講演会、AED 講習会、防災組織体制づくり（安全安

心部会） 
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５ 一ノ宮地区 
 

データ 人口 6,765 人（男性 3,344 人 女性 3,421 人） 世帯数 2,712 世帯 
 平成 27 年 4 月 1 日現在 

 

まちづくりの将来像  
 

歴史の薫り漂うまち 一ノ宮 

   － みんなが力を合わせて、 

住みよい一ノ宮地域づくり － 

 

地域の特徴・現状と課題 

本地域は、市の中央部に位置し、西から東に流れる鏑川左岸の河岸段丘に広がって

います。東西には鏑川に沿って国道 254 号や上信電鉄が通っており、上州一ノ宮駅周

辺などには市街地が形成されていますが、それ以外では農地が広がっています。地域

のほぼ中心には、国指定重要文化財の本殿がある上州一ノ宮貫前神社（531 年創立）

があり、その門前町として発達してきました。地域内には、この貫前神社の他にも神

社・仏閣や旧民家「茂木家住宅」などの歴史的建造物が多く存在するとともに、堂山

古墳、太子堂塚古墳などの古墳や石碑・石仏などの遺跡も数多く見ることができます。

また、昔ながらの歴史的・伝統的行事も大切に継承されています。 

近年、本地域では、専業農家数の減少や農業従事者の高齢化、兼業化などが進行す

る一方で、工場、住宅団地、スーパーマーケットや大型量販店などが進出するなど、

地域の構造の変化が見られます。そのような中で、少子化や高齢化、人口減少の進行

による地域活力の低下が懸念されます。 

 

まちづくりの基本方針 

 １ スポーツ・文化芸能振興の地域づくり（スポーツ・文化芸能部会） 

・住民のだれもが健康で、歴史や文化を大切にする地域づくりを推進します。 

 ２ 青少年を健全に育成する地域づくり（青少年健全育成部会） 

・子ども達を見守り、健全に育成する地域づくりを推進します。 

 ３ 安全で安心して暮らせる地域づくり（交通安全・防犯防災対策部会） 

・交通事故や犯罪、災害に備え、安心して安全に暮らせる地域づくりを推進します。
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 ４ 地域の環境に優しい地域づくり（地域環境美化対策部会） 

・地域の自然を愛し、環境に優しい地域づくりを推進します。 

 ５ みんなが支えあう地域づくり（高齢者支援対策部会） 

・人と人とのふれあいを大切にし、みんなが支えあう地域づくりを推進します。 

 ６ 住民参加の地域づくり（雑踏整理対策部会） 

・自分達の地域を自分達で守る地域づくりを推進します。 

 

取組んでいる主な事業 

  スポーツを通した地域住民の交流と健康増進のため、地域スポーツイベントの充実を図る（体

育活動支援事業） 

 地域に古くから伝わる郷土芸能の保存や継承のため、軽トラ市と合わせた上演などの普及活動

を通して後継者の育成を図る（郷土芸能普及事業） 

 家庭・学校・地域が一体となって、次代を担う青少年の健全育成を図る（青少年健全育成事業）

 1400 年の歴史を持つ「一之宮貫前神社」を核とした地域づくりを推進するため、神社周辺の

環境美化をはじめ、地域全体の景観向上を図る（貫前神社周辺環境整備事業） 
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６ 高瀬地区 
 

データ 人口 7,684 人（男性 3,736 人 女性 3,948 人） 世帯数 2,811 世帯 
 平成 27 年 4 月 1 日現在 

 

まちづくりの将来像  
 

  手をつなぎあい ともに支えあう 

みんな幸せな地域づくり 

 

地域の特徴・現状と課題 

本地域は、鏑川の南に位置し、自然豊かで歴史と文化が薫る、住み心地の良さに優

れた地域として発展しています。地域内には上信越自動車道が東西に走り、富岡イン

ターチェンジがあることから交通の利便性が高く、世界遺産「富岡製糸場」への玄関

口としての役割を担っています。 

また、平坦な土地に広がる優良農地では、米、野菜、花などが生産されており、鏑

川沿いにある県営住宅、市営住宅、分譲住宅等では、多くの人々が暮らしています。

さまざまな行事を通した住民同士の交流を図るとともに、地域に点在する古墳など

の史跡の保存や伝統行事の継承に努めるなど、地域独自の活動を推進していますが、

近年は、世界遺産への玄関口として、観光客の急増に伴う交通量が増加しており、交

通事故の防止など、住民の安全・安心を守る地域づくりが課題となっています。 

さらに、今後、少子高齢化の進展や人口減少等が進むと考えられ、より一層の地域

の活性化が求められています。 

 

まちづくりの基本方針 

 １ 健康で活力ある地域づくり（健康増進部会） 

・みんながスポーツや健康体操に親しみ、健康で明るく暮らせる、活力ある地域

づくりを推進します。 

 ２ 文化の薫る魅力ある地域づくり（文化財保存部会） 

・みんなが積極的に地域の歴史や伝統文化に触れ、継承していく、文化薫る魅力

ある地域づくりを推進します。 

 ３ 支えあい、助けあう人にやさしい地域づくり（地域交流部会） 

・思いやりの心を育み、みんなで支えあい助けあえる、人にやさしい地域づくり

を推進します。 
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 ４ 安心して安全に暮らせる地域づくり（備災減災部会） 

・みんなが自ら意識を高め、見守りあい、事故や犯罪を防ぐ、安全・安心な地域

づくりを推進します。 

 ５ 生活と自然が調和する地域づくり（環境美化部会） 

・地域の環境をみんなで守り、支え、生活と自然が調和した、潤いのある豊かな

環境で暮らせる地域づくりを推進します。 

 

取組んでいる主な事業 

  「高瀬地区体育祭」の充実に努め、地域への愛着と士気を高めるとともに、地域の一体感の醸

成を図る（健康増進部会事業） 

 地域に古くから伝わる「獅子舞」などの伝統芸能の保存・伝承、高瀬光明クラブ（老人クラブ）

を中心にした、小中学校児童・生徒と地域住民との交流（文化財保存部会事業） 

 特殊詐欺等を防止するための講演会等を企画開催し、地域住民の安全・安心な環境づくりを図

る（備災減災部会事業） 

 さまざまな事業を企画開催し、地域住民の交流を図る（地域交流部会事業） 

 地域の環境整備を図る（環境美化部会事業） 
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７ 額部地区 
 

データ 人口 3,172 人（男性 1,574 人 女性 1,598 人） 世帯数 1,098 世帯 
 平成 27 年 4 月 1 日現在 

 

まちづくりの将来像  
 

いこいとうるおいのある里 ＮＵＫＡＢＥ 

－ 自立 絆 相互扶助 － 

 

地域の特徴・現状と課題 

本地域は、市の南部に位置し、稲含山に続く豊かな森林を北側にひかえ、道路沿い

に住宅や農地がひらけています。大塩湖や藤田峠森林公園では四季の自然やレクリエ

ーションを楽しむ人々が市内外から訪れています。 

近年は、地域内外の事業所等に勤務する者が多く、専業農家は減り、その従事者も

高齢化が進行しています。また、若者は、進学や就職を機に本地域を離れる者が多く、

今後は少子高齢化がさらに進行すると予想されます。 

本地域の地域づくり協議会は、地域の文化（自立・絆・相互扶助）を基盤とする地

域づくり活動を、役員を中心とした各種団体との連携・協力で進めていますが、今後

は、次代を担う人材（青少年）や、郷土を愛し、誇りに思う子ども達の育成を図ると

ともに、地域に数多く存在する観光資源を活かした活性化策の検討を進め、子どもか

ら高齢者まで、「安全・安心」に暮らせる「いこいとうるおいのある里」づくりを積極

的に進めていきます。 

 

まちづくりの基本方針 

いこいとうるおいのある里 ＮＵＫＡＢＥ 

 １ 安全パトロール事業 

・地域住民の危機管理能力と解決力の向上を図ることにより、安全・安心で明る

く住みやすい地域づくりを推進します。 

 ２ 地域ふれあい事業 

・さまざまな年代の住民同士がふれあい、強い絆で結ばれた地域づくりを推進し

ます。 

 ３ 地域掘り起こし事業 

・地域資源に着目し、生活に「いこいとうるおいがもてる里 NUKABE」をつ

くります。 
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 ４ 青少年健全育成事業 

・郷土を愛し、誇りを持ち、心身ともに元気でたくましい子ども達の育成を推進

します。 

 ５ 高齢者支援事業 

・住民相互の親睦と健康増進を図るとともに、高齢者への声かけや見守りなどに

よる地域ケアシステムの確立を目指します。 

 ６ 地域広報事業 

・地域の貴重な文化の保全・活用を図るとともに、他地域から多くの人々が訪

れ、回遊する元気な地域づくりを推進します。 

 

取組んでいる主な事業 

  安全パトロール、住民を対象とした啓発活動、地域への情報発信（安全パトロール事業） 

 ふれあい広場、体育祭、夜間耐寒歩行の実施（地域ふれあい事業） 

 グリーンフェスティバル、新春フェスティバルの実施（青少年健全育成事業） 

 軽スポーツ大会、出前講座などの実施（高齢者支援事業） 
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８ 小野地区 
 

データ 人口 3,621 人（男性 1,814 人 女性 1,807 人） 世帯数 1,282 世帯 
 平成 27 年 4 月 1 日現在 

 

まちづくりの将来像  
 

互いに手を携えて支えあい 

安心して暮らせる 元気いっぱいの小野 

 

地域の特徴・現状と課題 

本地区は、市の北東部に位置し、「ぐんまの百名山」で知られる崇台山（そうだいさ

ん）など豊かな自然に囲まれています。地域内には大企業の事業所や中小事業所、ゴ

ルフ場、老人福祉施設があります。また、養蚕に取組んでいる農家が数軒あり、富岡

製糸場の世界遺産登録によって需要が増している富岡産の繭の生産を支えています。

一方、近年は高齢化や人口減少の影響などによる耕作放棄地や空き家の増加が見ら

れ、その有効活用や対策が課題となっています。また、市の清掃センターや過去に廃

棄物 終処分場であった場所、民間の廃棄物処理施設などがあることから、地域とし

て注視していく必要があります。 

今後、少子高齢化が進行する中、地区住民のつながりや絆を維持し、さらに強めて

いくため、地域づくりの事業をさらに充実・発展させていく必要があります。 

 

まちづくりの基本方針 

 １ みんなが心豊かに暮らせる地域づくり（文化事業部会） 

・地域の文化や芸能とふれあい、守ることで、みんなが心豊かに暮らせる地域づ

くりを推進します。 

 ２ みんなで支えあう地域づくり（福祉事業部会） 

・人と人のつながりを強め、みんなで支えあい、助けあう地域づくりを推進します。

 ３ みんなが元気いっぱいの地域づくり（体育振興部会） 

・スポーツに親しみ、楽しみながら健康づくりに励んで、みんなが元気いっぱい

に暮らせる地域づくりを推進します。 
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 ４ みんなで守る安全・安心な地域づくり（安全事業部会） 

・災害への備え、事故や犯罪の防止にみんなで取組み、みんなで守る安全・安心

な地域づくりを推進します。 

 ５ みんなの生活にやさしい地域づくり（環境事業部会） 

・地域の水や緑などを大切にし、みんなの生活にやさしい地域づくりを推進しま

す。 

 

取組んでいる主な事業 

  納涼祭（盆踊り、夜店、抽選会、花火の打上げ）、文化祭（作品展示、伝統芸能披露、茶道等体

験）の実施（文化事業） 

 敬老会（市の米寿・健康表彰に加え、百寿・喜寿の地区表彰、子ども達の演奏、振り込め詐欺

防止に関わるアトラクション）の実施（福祉事業） 

 体育祭、各種地区対抗スポーツ大会、講演会、実技講習会等の実施（体育振興事業） 

 防災訓練（炊き出し、消火訓練、AED 体験等）、地域内カーブミラー清掃、地域安全パトロー

ルの実施（安全事業） 

 崇台山道路わきへの低木植栽、地域内不法投棄等の監視（環境事業） 
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９ 吉田地区 
 

データ 人口 3,099 人（男性 1,540 人 女性 1,559 人） 世帯数 1,149 世帯 
 平成 27 年 4 月 1 日現在 

 

まちづくりの将来像  
 

みんなで決める 地域づくり 

目指そう 活力ある元気な よしだ 

 

地域の特徴・現状と課題 

本地域は、市の南西部に位置し、清らかな流れの鏑川と四季折々の美しさを奏でる

自然に恵まれた田園地域で、肥沃な農地ではさまざまな農作物（コンニャク・下仁田

ネギ・水稲）が生産されています。 

地域内にはコンニャク製品を製造する工場が数か所あり、本市のコンニャク製品の

生産拠点となっています。また、上信越自動車道下仁田インターチェンジに接してお

り、交通の利便性が高く、近年では金属製品大手企業の工場進出などが見られます。

また、一ノ宮地区の田島から本地区の南蛇井をつなぐの国道 254 号線のバイパス計

画があり、完成後はさらに交通の利便性が向上し、工業団地の立地やコンニャク製品

などの物流の拠点となることが期待されています。 

しかし、本地域では少子高齢化が進行しており、これに伴って、地域活力が低下す

ることが懸念されています。 

 

まちづくりの基本方針 

 １ 安心して暮らせる環境にやさしい地域づくり 

・地域の自然環境を保全しながら良好な生活環境の維持に努め、安心して暮らせ

る地域づくりを推進します。 

 ２ 賑わいと活力ある地域づくり 

・地域資源をもう一度見つめ直し、新たな付加価値を見つけ出し、新しい産業の

創出を生み出す取組みを推進します。 

 ３ 人々の心がふれあう地域づくり 

・地域にある資源や人材を発掘し、互いに助けあう共助の精神の元で、だれもが

笑顔で暮らせる地域づくりを推進します。 
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 ４ 心豊かな地域づくり 

・心を豊かにする生涯学習と、伝統文化を継承し次世代に引き継ぐ地域づくりを

推進します。 

 ５ 地域の活力が芽生える地域づくり 

・先人から受け継いだ地域資源を観光等に有効活用しながら、活力ある地域づく

りを推進します。 

 ６ 安全・安心な地域づくり 

・災害時に効果的に対応できる環境づくりを推進します。 

 

取組んでいる主な事業 

  「古代蓮の里」、「姫街道のしだれ桜の里」など、地域資源を活かした名所づくり 

 高齢者や障害者への見守り事業 

 吉田小学校「ふれあい田圃」における稲作・餅つき体験会・伝統文化継承事業など、吉田小学

校との連携事業 

 防犯ベルの配布・遮断機の無い踏切の事故防止など、子ども安全対策事業 
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１０ 丹生地区 
 

データ 人口 1,932 人（男性 964 人 女性 968 人） 世帯数 731 世帯 
 平成 27 年 4 月 1 日現在 

 

まちづくりの将来像  
 

共に手を取りあい 私たちがつくる 

大好きな ふるさと丹生 

 

地域の特徴・現状と課題 

本地域は、盆地状の地形で、西側にそびえる大桁山からの湧水はホタルの生息する

清流をつくり、飲料水としても地域を潤しています。東側には丹生湖があり、ヘラブ

ナ等の釣り客などで年間を通じて賑わっています。丹生湖近くには博物館相当施設で

ある市立岡部温故館があり、歴史的に貴重な資料を見ることができます。 

地域の歴史は古く、丹生神社等の神社仏閣、丹生城祉、鳴澤不動尊等の古跡が多く、

獅子舞・太々神楽などの伝統芸能も保存・継承されています。 

しかし、近年では少子化が進行しており、交通安全や防犯対策など、子ども達や地

域住民を見守る体制や、高齢者への有効な支援策、住民同士が協力しあう体制を改め

て築く必要があります。また、核家族化に伴い、地域内の人間関係が希薄化している

ことを踏まえ、さまざまな世代が交流する機会を設け、人間関係を深め、地域の将来

を担う人材を育成していく必要があります。 

 

まちづくりの基本方針 

 １ 安全・安心なまちづくり（交通安全・防犯対策部会） 

・交通事故や犯罪の未然防止に住民が一丸となって取組み、安全・安心なまちづ

くりを推進します。 

 ２ 健全な青少年が育つまちづくり（青少年健全育成対策部会） 

・住民による見守りや声かけを進め、健全な心身を有する青少年が育つまちづく

りを推進します。 

 ３ スポーツ・文化振興のまちづくり（スポーツ・文化振興対策部会） 

・住民がスポーツを楽しみながら健康維持・増進に取組むとともに、さまざまな

文化にふれられる、健康で文化の薫り高いまちづくりを推進します。 
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 ４ 相互に支えあうまちづくり（高齢者支援対策部会） 

・高齢者を敬愛し、住民が相互に連帯・支援しあうまちづくりを推進します。 

 ５ 美しく潤いのあるまちづくり（地域環境整備対策部会） 

・地域の環境整備を進め、美しく潤いのあるまちづくりを目指します。 

 

取組んでいる主な事業 

  子どもを対象とした犯罪や交通事故を未然に防ぐため、小学生等の下校時や帰宅後の子ども達

の安全を地域ぐるみで見守る「安全見守り隊」を組織し、見守り活動を実施（安全見守り隊事

業） 

 ゲームや昔の遊び、郷土芸能の披露などを通して地域内の世代間の交流を推進（世代間交流事

業） 

 丹生湖に以前繁殖していたハスを復活させるため、三の沢の浅瀬へのハス苗定植など、地域の

景観向上を推進（環境美化事業） 

 

 

 

  



■■■ Ⅲ 前期基本計画／第７章 地域別計画 

162 

１１ 高田地区 
 

データ 人口 2,322 人（男性 1,149 人 女性 1,173 人） 世帯数 828 世帯 
 平成 27 年 4 月 1 日現在 

 

まちづくりの将来像  
 

自然に優しく 互いに助けあい 健康で明るく 

活気に満ちた 住民主役の地域づくり 

 

地域の特徴・現状と課題 

本地域は、市の北西に位置する東西に長い地域です。地域内を西から東へ流れる高

田川に沿って農地が広がり、以前は稲作が中心となっていました。現在は、コンニャ

クやネギなども栽培されています。 

しかし、年々農業従事者の高齢化が進み、後継者不足や担い手不足等も問題となっ

ており、地域の農業を取り巻く環境は大変厳しい状況です。 

また、市内の他の多くの地域と同様に人口が減少しており、地域活力の低下が心配

されています。 

 

まちづくりの基本方針 

 １ 地域のスポーツを楽しみ、健康で笑顔あふれる地域づくり 

・地域のみんなが楽しめるスポーツを振興し、健康で笑顔があふれる地域づくり

を推進します。 

 ２ 地域で支えあい、高齢者に安心な地域づくり 

・高齢者を地域のみんなで見守り、支えあうことで高齢者に安心な地域づくりを

推進します。 

 ３ 地域のみんなで見守る、子どもの安全・安心な地域づくり 

・子ども達を地域のみんなで見守り、子ども達が安全に安心して暮らせる地域づ

くりを推進します。 

 ４ 地域に伝わる芸能や文化にふれあい、保存と継承に取組む地域づくり 

・地域の伝統芸能や文化に、地域のみんながふれあい、保存と継承に取組む地域

づくりを推進します。 
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 ５ 地域を越えて、世代間交流で絆を結ぶ地域づくり 

・地域を越えて、さまざまな世代が交流する機会を充実させ、絆を結びあう地域

づくりを推進します。 

 ６ 地域で一体となって取組む、環境に優しい地域づくり 

・地域のみんなが一体となって地域の自然環境を知り、保全や活用に取組む、環

境に優しい地域づくりを推進します。 

 

取組んでいる主な事業 

  地域のイベント等で使用する法被、のぼり旗、マイク等の購入を支援（文化体育活動事業） 

 高齢者等を対象にした健康事業として、軽スポーツ講習会・大会（スマイルボウリング、輪投

げ、グラウンドゴルフ、ペタンク）を開催（高齢者いきいき健康事業） 

 地域に伝わるどんど（どんどん）焼き行事等を支援（地域伝統行事継承支援事業） 

 地元シルククラブ会員による、公園や広場等の除草・清掃の実施（環境美化支援事業） 

 地域内小学校・PTA との連携による、廃品回収に併せた高齢者世帯の見守り（高齢者見守り支

援事業） 
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１２ 妙義地区 
 

データ 人口 1,935 人（男性 988 人 女性 947 人） 世帯数 793 世帯 
 平成 27 年 4 月 1 日現在 

 

まちづくりの将来像  
 

地域資源の妙義山を活かし 

互いに支え助けあい 

健康で明るく活気にあふれた 

住民主役の地域づくり 

 

地域の特徴・現状と課題 

本地域は、市の北西部に位置しており、西側には妙義山がそびえています。妙義山

は日本三奇勝の一つに数えられ、日本百景にも選定された上毛三山の一つです。また、

麓には妙義神社があり、国指定重要文化財等に指定された社の数々が威厳ある姿で参

拝者を迎えており、年間を通して多くの観光客が訪れています。 

地域の多くを森林と農地が占めていますが、農業従事者の高齢化が進むとともに後

継者不足等により、産業の維持が大変厳しい状況にあります。 

また、高齢化率が 35％を超え、人口減少も進んでおり、地域活力の低下が懸念され

ています。 

 

まちづくりの基本方針 

 １ 地域のスポーツを楽しみ、明るく元気あふれる地域づくり 

・地域のみんながスポーツに親しみ、楽しんで、明るく、元気に暮らせる地域づ

くりを推進します。 

 ２ 地域で見守る、子どもの安全・安心な地域づくり 

・地域の子ども達を地域のみんなで見守り、子ども達が安全・安心に暮らせる地

域づくりを推進します。 

 ３ 地域に伝わる行事や芸能にふれあう、心豊かな地域づくり 

・地域の伝統芸能や行事とふれあう機会の充実と保存、継承に努め、地域の文化

を大切にする心豊かな地域づくりを推進します。 
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 ４ 地域で支えあう、高齢者をいたわり見守る地域づくり 

・高齢者を地域で見守り、支えあい、いたわる地域づくりを推進します。 

 ５ 地域や世代を越えた交流で、絆を結ぶ地域づくり 

・地域や世代にかかわらず、さまざまな交流を進める機会を充実させ、絆を結ぶ

地域づくりを推進します。 

 ６ 地域資源を活かした、環境に優しい地域づくり 

・地域のさまざまな資源を知り、活かすことで、地域の環境に優しく、調和する

地域づくりを推進します。 

 

取組んでいる主な事業 

  地域のイベントで使用する法被、のぼり旗やマイク等の購入支援（文化体育活動支援事業） 

 高齢者等を対象にした軽スポーツ講習会・大会（スマイルボウリング、輪投げ、グラウンドゴ

ルフ及びペタンク）を開催（高齢者いきいき健康事業） 

 地元に伝わるどんど（どんどん）焼き行事等への支援（地域伝行事継承支援事業） 

 地元シルククラブ会員による公園・広場等の除草清掃（環境美化支援事業） 

 地元小学校の児童を対象にした子どもの見守り（子ども見守り支援事業） 
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富岡市総合計画審議会への諮問 

富 公 第 ８ １ 号 
平成２７年８月１９日 

 
 

 富岡市総合計画審議会会長 様 
 
 

富岡市長 岩井 賢太郎 
（市長公室企画政策課） 

 
 

第 2 次富岡市総合計画案について（諮問） 
 
 第 2 次富岡市総合計画案について、富岡市総合計画審議会条例第２条

の規定に基づき貴審議会の意見を求めます。 
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富岡市総合計画審議会からの答申 

平成２７年１０月２９日 

 

富岡市長 岩井 賢太郎 様 

 

富岡市総合計画審議会 

会 長  矢島 孝芳 

 

第２次富岡市総合計画案について（答申） 

 

平成２７年８月１９日富公第８１号で諮問のありました、第２次富岡市総合計画案につ

いて、本審議会において、市民の視点から、あるいは専門的見地から、将来にわたって豊

かな市民生活を実現できる内容になっているか、市民にわかりやすい計画になっているか

などの観点から慎重に審議をした結果、本総合計画案については、市民と行政の協働によ

るまちづくりを基本として、将来像「世界遺産にふさわしいまち とみおか」が実現でき

るよう、次の事項について配慮されることを要望します。 

 

１ 少子化、高齢社会がますます進むと予想されるので、少子・高齢化対策を総合計画の

優先課題として、取り組んでいただきたい。 

 

１ 工業や農業などの産業を盛んにし、安定したまちづくりを望む市民の声が多いことを

踏まえて、総合計画を実施していただきたい。特に工業団地の整備及び企業誘致に関し

ては、積極的に実施していただきたい。 

 

１ 総合計画を実施するにあたり、チェック体制（ＰＤＣＡサイクル）を総合計画に位置

づけ、実行していただきたい。 

 

１ 次世代へ「世界遺産のまち」として継承されるまちづくりを進めることが大切であり、

元気や活力を一時的なものにしないために、施策を適確に実施し、構想を実現していた

だきたい。 

 

１ 基本計画案、まちづくり目標の数値について、全体的に夢のある数値に見直しを検討

していただきたい。 

 

１ 審議の過程で、各委員から出された個別意見については、別紙のとおりです。実施計

画の策定や施策を実施していく中で、十分に活用されるよう要望します。 
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富岡市総合計画審議会条例 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定に基づき、富岡市総合計画審議

会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、富岡市総合計画に関する事項について調査し、及び審議する。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員16人で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 一般住民 10人 

(２) 学識経験を有する者 ６人 

（任期） 

第４条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に、会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第６条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、市長公室企画政策課において処理する。 

（平19条例５・平20条例６・平22条例６・平23条例８・平27条例６・一部改正） 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成18年３月27日から施行する。 

附 則（平成19年３月28日条例第５号） 

この条例は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年３月26日条例第６号） 

この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年３月25日条例第６号） 

この条例は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年３月25日条例第８号） 

この条例は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月30日条例第６号） 

この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

   附 則（平成27年５月18日条例第43号） 

 この条例は、公布の日から施行する。  
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富岡市総合計画審議会委員名簿 

（区分・五十音順、敬称略） 

区分 氏名 推薦団体 役職等 備考 

１号 

芦谷 友之 富岡市老人クラブ連合会 会長  

新井 篤 富岡市子ども育成会連絡協議会 顧問  

石井 潤 富岡市小中学校ＰＴＡ連合会 副会長  

泉部 正子 富岡女性懇談会 企画・運営兼会計  

伊藤 誠 連合群馬富岡地域協議会 議長  

宇佐美 幸彦 富岡市体育協会 会長  

下田 貴美子 富岡市社会福祉協議会 理事 副会長 

杉山 郁子 富岡市文化協会 理事長  

古矢 啓介 富岡青年会議所 副委員長  

矢島 孝芳 富岡市区長会 会長 会長 

２号 

黒澤 達也 甘楽富岡振興局 局長  

小嶋 賢 群馬建築士会富岡支部 支部長  

小堀 良夫 富岡商工会議所 会頭  

鷺坂 秀幸 甘楽富岡農業協同組合 代表理事組合長  

田中 博明 富岡市観光協会 専務理事  

細谷 睦 富岡市甘楽郡医師会 副会長  
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第２次富岡市総合計画策定市民委員会規程 

（設置） 

第１条 市政の総合的かつ計画的な運営の基本となる第２次富岡市総合計画（以下「総合計画」と

いう。）を策定するに当たり、広く市民の意見及び要望を聴き、これを総合計画に反映させるた

め、第２次富岡市総合計画策定市民委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。 

(１) 総合計画策定に係る意見及び要望に関する事項 

(２) その他総合計画に関し必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員15人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 公募による市民 

(２) その他市行政に識見を有する者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から平成28年３月31日までとする。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に、委員長及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴

くことができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、市長公室企画政策課において処理する。 

（平27告示16・一部改正） 

（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公表の日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、平成28年３月31日限り、その効力を失う。 

附 則（平成27年３月30日告示第16号） 

この告示は、平成27年４月１日から施行する。 
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第２次富岡市総合計画策定市民委員会名簿 

（区分・五十音順、敬称略） 

氏名 住所 推薦団体等 備考 

新井 隆敏 蕨 富岡市小中学校ＰＴＡ連合会 (平成 27 年度～) 

石井 理 富岡 富岡商工会議所  

岩井 藤男 一ノ宮 富岡市老人クラブ連合会  

岩瀬 克巳 宮崎 西毛機械工業共同組合  

岡野 尋実 中高瀬 公募  

荻野 多美子 七日市 富岡まちづくり・人づくり協議会 副委員長 

小松 隆行 田篠 富岡青年会議所 委員長 

小林 光代 上高瀬 富岡女性懇談会  

菅沼 開 富岡 公募  

髙橋 章 南後箇 富岡市社会福祉協議会  

髙橋 英樹 妙義町八木連 公募  

丸澤 邦子 上高尾 富岡市商店街連合会  

村上 ひろみ 南蛇井 富岡市保育部会  

肥留川 仁志 富岡 富岡市甘楽郡医師会  

藤井 勉 原 富岡市農業青年会  

横倉 美香 富岡 富岡市小中学校ＰＴＡ連合会 （平成 26 年度中）
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第２次富岡市総合計画策定経過 

年度 開催日 策定作業名 

平成２６年度 ８月 ４日 第１回策定委員会（庁内組織） 

 ９月 １２日 第１回プロジェクト・チーム（庁内組織） 

 １０月 

～ 

１日 

３１日 

市民アンケートの実施 

 １０月 ３日 第１回策定市民委員会 

 １０月 ２３日 第２回プロジェクト・チーム（庁内組織） 

 １０月 ３１日 総合計画策定に伴う職員説明会 

 １１月 ２５日 第３回プロジェクト・チーム（庁内組織） 

 １２月 １日 第２回策定市民委員会 

 １２月 １８日 第１回策定正副専門部会（庁内組織） 

 １２月 ２４日 第１回策定専門部会（庁内組織） 

平成２７年度 １月 ２６日 第３回策定市民委員会 

 ２月 １９日 第２回策定専門部会（庁内組織） 

 ２月 ２６日 第４回プロジェクト・チーム（庁内組織） 

 ３月 １６日 第２回策定委員会（庁内組織） 

 ３月 ２４日 第４回策定市民委員会 

 ７月 ７日 第５回策定市民委員会 

 ７月 １５日 第６回策定市民委員会 

 ７月 ２２日 第７回策定市民委員会 

 ８月 ７日 第３回策定委員会（庁内組織） 

 ８月 １９日 第１回総合計画審議会（諮問） 

 ９月 １６日 第２回総合計画審議会 

 １０月 

～ 

５日 

１９日 

パブリックコメント実施 

 １０月 １４日 第３回総合計画審議会 

 １０月 ２０日 第４回総合計画審議会 

 １０月 ２９日 総合計画審議会（答申書提出） 

 １１月 ２５日 第８回策定市民委員会 

 １１月 ３０日 市議会定例会（１２月定例市議会に基本構想を提案） 

 １２月 １６日 市議会定例会（本会議において基本構想が全会一致で可決）

※この他、プロジェクト・チームにおいては、専門部会ごとに会議を随時開催しました。 
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