
 

 

まち・ひと・しごと創生 

尾張旭市総合戦略 

 

計画期間延伸版 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年３月 

尾張旭市  



1 

１ 尾張旭市総合戦略の計画期間の延伸 

  本市では、まち・ひと・しごと創生法第１０条の規定に基づき、平成２７年度から令和元年度までの

５か年を計画期間とした「尾張旭市総合戦略（以下、「第一期市総合戦略」といいます）」を策定し、各

種の取組を推進してきました。 

  こうした中、「まち・ひと・しごと創生基本方針２０１９」が令和元年６月２１日に閣議決定され、

令和２年度以降の次期総合戦略の策定が、地方公共団体に要請されました。 

  このため、本市では、ひとまず「第一期市総合戦略」の計画期間を１年間延伸し、上位計画である「尾

張旭市第五次総合計画」の内容等を踏まえながら、令和２年度中に「第二期市総合戦略」を策定するこ

ととしました。 

 

 

２ 計画期間延伸の方針 

  次の理由に基づき、「第一期市総合戦略」の計画期間を１年間延伸します。 

  ⑴ 参考とすべき国や県の「第二期総合戦略」が、令和元年度末に策定されるため 

  ⑵ 「尾張旭市第五次総合計画」が、令和元年度末に中間見直しされたため 

  ⑶ 「第一期市総合戦略」の効果検証等を、令和元年度末に実施したため 

  ≪市総合戦略の策定イメージ≫ 

 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

総合戦略 第一期 延伸 第二期 第三期 

総合計画と一体化検討 

総合計画 第5次 第6次 

（前期） （後期） （前期） 

 

 

３ 計画期間延伸に伴う目標値の見直し 

  今回の計画期間の延伸に伴い、「第一期市総合戦略」に掲げているＫＰＩ等の目標値の見直しが必要

となります。このため、令和元年度末に中間見直しした「尾張旭市第五次総合計画」等に基づいて、目

標値を見直しました。 

  なお、目標値の見直しに係る基本的な考え方は、次のとおりです。 

  ⑴ 「尾張旭市第五次総合計画」で掲げる後期目標値（令和５年度）と整合を図る。 

  ⑵ 計画期間延伸後の令和２年度の目標値を取得することができない場合（重要業績評価指標）は、

第一期市総合戦略を策定した当初の目標値を据え置く。 

   （「尾張旭市第五次総合計画」の中間見直しによって新規で設定した指標については、平成３０年

度実績値を目標値に設定する） 

  以上によって見直した目標値の内容を「計画期間延伸版」として、とりまとめました。 
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４ 計画期間延伸後の目標値 

分野Ⅰ．地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする 

基本目標① 性別・世代にかかわらず雇用の機会を創出する 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

市内在住の就業者数 37,254 人 36,870 人 37,000 人 37,000 人 

 

⑴ 商業の振興 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

市内商業が活性化していると思う市民

の割合 

20.1％

(H25.1） 
26.6％ 32％ 32％ 

創業セミナー延べ参加者数 ― 19 人 30 人 30 人 

⑵ 工業の振興 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

市内の大規模特定工場（敷地面積 9,000

㎡又は建築面積 3,000 ㎡以上）の数 
9 社 9 社 9 社 9 社 

市内事業者の数 99 社 92 社 100 社 100 社 

⑶ 農業の振興 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

地域特産品の出荷量 
16.4ｔ 

(H24) 
11.2ｔ 23ｔ 12.8ｔ 

耕作放棄地の面積 3.9ｈa 3.4ｈa 3.6ｈa 3.1ｈa 

認定農業者数 4 人 4 人 4 人 4 人 

地域特産品の数 2 品 2 品 2 品 2 品 

⑷ 勤労者支援・就労者支援の充実 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

勤労者自己研さんメニュー応募率 0.9 倍 0.72 倍 1.1 倍 0.84 倍 

勤労者の市福利厚生サービス利用・自

己研さん研修参加者数 

1,485 人

(H24) 
941 人 1,500 人 956 人 

リサイクル広場運営事業実施に係る高

齢者等の就業者数 
― ― 3 名 3 名 



3 

分野Ⅱ．地方への新しいひとの流れをつくる 

基本目標② 地域の魅力を高め、市外からの「住みたい」人を増やす 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

市の魅力が発信されていると感じる市

民の割合 
72.8% 65.2％ 80％ 80％ 

 

⑴ 文化の継承と振興 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

歴史講座、史跡めぐり等の参加者数 140 人 224 人 170 人 218 人 

⑵ スポーツの振興 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

スポーツ施設・設備の満足度 58.0％ 55.7％ 60％ 60％ 

⑶ 快適に移動できる交通基盤の整備 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

市外への移動が円滑に行えると思う市

民の割合 

89.1％

(H25.1） 
87.3％ 91％ 91％ 

駅・駅周辺施設の利用者満足度 75.4％ 71.1％ 80.5％ 80.5％ 

⑷ 商業の振興 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

日常生活に必要な商品（食料品、日用

品、電化製品、飲食店）を市内で買う

市民の割合 

33.5％ 23.4％ 36.5％ 36.5％ 

⑸ にぎわいの創出とまちへの愛着意識の向上 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

観光入込客数 
1,169,300 人

(H24) 
1,142,241 人 1,184,300 人 1,169,180 人 

観光･レクリエーション資源に対する

市民満足度 
55.9％   ― 59％ 

総合計画見直

しに伴い削除 

「おいしい紅茶のまち尾張旭」に関心

を持った人の割合 
－ 90％ 60％ 60％ 

尾張旭市の観光に関する情報誌配布部

数 
－ 40,000 部 40,000 部 40,000 部 

 

 



4 

⑹ 市の魅力の発信 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

市の魅力を発信する情報伝達手段数 6 種 ― 9 種 
総合計画見直

しに伴い削除 

尾張旭の地域ブランドを知っている市

民の割合 
― 66％ 50％ 50％ 

マスコミに対し情報発信し、新聞記事

として掲載された件数 
― 180 件 ― 

185 件 

(新規設定) 
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分野Ⅲ．若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

基本目標③ 子育てしやすい環境を整える 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

子育てしやすいまちだと思う保護者の

割合 
89.6％ 84.1％ 93％ 93％ 

 

⑴ 健康づくりの推進 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

乳幼児・児童生徒の定期予防接種の接

種率 
94.0％ 102.5％ 95％ 95％ 

乳幼児健康診査受診率 96.1％ 97.2％ 96％ 97％ 

母子保健サービスに対する満足度 77.7％ 79.6％ 80％ 80％ 

⑵ 地域医療・福祉医療の推進 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

地域の医療機関を安心して利用してい

る市民の割合 

93.9％

(H25.1) 
91.9％ 94％ 94％ 

⑶ 子育て支援の推進 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

乳幼児の子育て相談をする人がいない

保護者の割合 
7.2％ 1.3％ 5％ 5％ 

市の子育て相談・情報交換できる場を

知っている保護者の割合 
60.1％ 68.9％ 72％ 72％ 

保育園満足度 94.7％ 95.2％ 95％ 95％ 

児童クラブ満足度 93.6％ 95.9％ 95％ 95％ 

保育園充足率 100％ 99.0％ 100％ 100％ 

地域の子育て支援事業に参加したこと

がある保護者や子どもの割合 
53.6％ 65.3％ 57％ 57％ 

市内小中学校におけるいじめ発生件数 29 件 ― 0 件 
総合計画見直

しに伴い削除 

子育て支援の担い手発掘・育成に関す

る講座開催回数 
― 8 件 5 件 5 件 
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⑷ 豊かな心・健やかな心を育む教育の推進 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

学校生活を楽しく送っている児童の割

合 

97.0％

(H25.2) 
95.0％ 97％ 95.8％ 

学校生活を楽しく送っている生徒の割

合 

92.9％

(H25.2) 
92.9％ 93％ 93.2％ 

⑸ 確かな学力を育む教育の推進 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

学習意欲がある児童の割合 
95.8％

(H25.2) 
94.8％ 96％ 95.4％ 

学習意欲がある生徒の割合 
84.3％

(H25.2) 
85.3％ 88％ 86.5％ 

授業が分かると答える児童の割合 94.2％ 93.4％ 95％ 94.1％ 

授業が分かると答える生徒の割合 77.4％ 83.3％ 82％ 83.7％ 

地域の特性を活かした特色ある学校づ

くりが実施されている割合 
97.2％ 100％ 100％ 100％ 

大規模改修工事を完了した学校数の割

合 
8.3％ 33％ 50％ 50％ 

私立学校修学支援補助金補助件数 ― 503 件 446 件 446 件 

⑹ 総合的な教育連携の推進 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

学校・家庭・地域のコミュニケーショ

ンが図られていると感じる市民の割合 

87.9％

(H25.1) 
85.9％ 90％ 90％ 

地域教育活動に参加した市民の割合 6.9％ 10.8％ 10％ 10％ 

授業等の支援に参加した人の割合 1.1％ 3.0％ 1.5％ 3.2％ 

開かれた学校づくりに対する地域住民

の満足度 
65.6％ 66.9％ 70％ 70％ 

地域活動に参加した児童生徒、教職員

の割合 
60.0％ 70.2％ 63％ 70.7％ 

⑺ にぎわいの創出とまちへの愛着意識の向上 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

婚活イベント参加者数（延べ人数） ― 170 名 200 名 200 名 



7 

分野Ⅳ－１．時代にあった地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地 

域と地域を連携する 

基本目標④ 日々の暮らしの安心をささえる 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

健康だと思う市民の割合 90.1% 88.2％ 92% 92％ 

 

⑴ 健康づくりの推進 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

健康づくり教室・元気まる測定への参

加者数 
3,563 人 ― 5,250 人 

総合計画見直

しに伴い削除 

元気まる測定（あたま・からだ）年間

参加者数 
― 1,588 人 ― 

1,666 人 

(新規設定) 

⑵ 地域医療・福祉医療の推進 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

高度医療を５ｋｍ圏内で受けられる市

民の割合 
100％ 100％ 100％ 100％ 

救急医療を５ｋｍ圏内で受けられる市

民の割合 
100％ 100％ 100％ 100％ 

かかりつけ医を持っている市民の割合 72.3％ 71.8％ 77％ 77％ 

⑶ 高齢者福祉の推進 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

地域活動に参加している高齢者の割合 30.3％ 27.7％ 34％ 34％ 

高齢者福祉ボランティア団体等の参加

人数 
211 人 188 人 240 人 203 人 

高齢者虐待件数 13 件 ― 0 件 
総合計画見直

しに伴い変更 

高齢者虐待件数（認定） ― 9 件 ― 
0 件 

(新規設定) 

地域包括支援センターの認知度 48.3％ ― 60％ 
総合計画見直

しに伴い変更 

シニアクラブ活動事業モデル地域数 ― 1 件 1 件 1 件 
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⑷ 障がい者福祉の推進 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

在宅で生活している障がい者の割合 98.9％(H24) 99.1％ 99％ 99％ 

障がい者の障害福祉サービス（在宅）

受給者数 
267 人 455 人 292 人 461 人 

地域生活支援事業延べ利用者数 2,252 人 3,221 人 2,350 人 3,341 人 

⑸ 地域福祉の推進 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

地域福祉活動に参加したことがある市

民の割合 

11.5％

(H25.1) 
― 16％ 

総合計画見直

しに伴い削除 

住民同士で相互扶助ができている市民

の割合 
― 43％ ― 

43％ 

(新規設定) 

ボランティアセンター登録者数 2,560 人 2,091 人 2,725 人 2,268 人 

近所に、災害時に助けが必要な人がい

ることを知っている市民の割合 
17.3％ 16.2％ 23％ 23％ 

⑹ 生涯学習の振興 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

生涯学習環境に対する総合的な満足度 
66.2％

(H25.1) 
67.8％ 67％ 67％ 

生涯学習関連の講座・教室の参加者数 38 千人 56 千人 57.5 千人 57.5 千人 

生涯学習活動に関する機会の満足度 69.0％ 70.5％ 70％ 70％ 

公民館利用者数 354 千人 362 千人 358 千人 362 千人 

図書館の設備・資料の満足度 60.5％ 58.9％ 61％ 61％ 
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⑺ 文化の継承と振興 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

伝統文化に誇りや愛着を持つ市民の割

合 

44.8％

(H25.1） 
― 48.5％ 

総合計画見直

しに伴い削除 

芸術文化活動を鑑賞・参加している市

民の割合 
― 37.8％ ― 

37.8％ 

(新規設定) 

芸術文化活動に取り組んでいる市民の

割合 

9.7％

(H25.1） 
― 11％ 

総合計画見直

しに伴い削除 

尾張旭の文化財の認知割合 ― 21.2％ ― 
21.2％ 

 (新規設定) 

⑻ スポーツの振興 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

スポーツ活動に親しむ市民の割

合 
61.3％(H25.1） 70％  64％ 64％ 

⑼ 防災・減災対策の推進 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

市の災害対策・防災体制に安心

感を持つ市民の割合 
65.4％(H25.1) 66.5％ 69％ 69％ 

市民レベルでの防災・減災体制

ができていると思う市民の割合 
37.6％(H25.1) 36.3％ 50％ 50％ 

災害情報メール配信サービス加

入者数 
6,601 人 8,829 人 9,000 人 9,122 人 

避難所の充足率 111％ 70.1％ 111％ 77.6％ 

市や地域の防災訓練に参加して

いる市民の割合 
15.3％ 12.3％ 18％ 18％ 

災害時に職員として果たすべき

役割や初動ができる職員の割合 
88.5％ 81.3％ 92％ 84.8％ 

⑽ 消防・救急体制の充実 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

消火器を使うことのできる市民

の割合 
44.8％ 41.3% 52％ 52％ 

消防車の現場平均到着時間 7.2 分 8.6 分 7.2 分 8.5 分 

救急車の現場平均到着時間 6.5 分 6.8 分 6.3 分 6.8 分 

 

 

 

 



10 

⑾ 交通安全対策の推進 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

人口千人あたりの交通事故発生

件数 
32.2 件(H24) 30.8 件 26.9 件 30 件 

人口千人あたりの交通事故死傷

者数 
6.9 人(H24) 5.0 人 6.2 人 4.6 人 

高齢者の死傷者数 73 人 59 人 55 人 57 人 

⑿ 防犯対策の推進 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

人口千人あたりの犯罪発生件数 13.5 件(H24) 5.5 件 11 件 5.5 件 

治安がよく、安心して住めると

思う市民の割合 
78.8％ 81.2％ 80％ 80％ 

防犯活動の延べ参加者数 5,684 人 9,500 件 7,500 人 9,500 件 

⒀ 消費者・生活者の安心の確保 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

相談対応率 94.0％ 89.7％ 95％ 95% 

消費生活相談と市民相談の窓口

を知っている市民の割合 
66.3％ 54.8％ 69％ 69％ 

⒁ 男女共同参画社会の形成 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

社会全体として男女の地位は平等に

なっていると思う市民の割合 
35.1％(H25.1) 34.8％ 38％ 38％ 
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分野Ⅳ－２．時代にあった地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地

域と地域を連携する。 

基本目標⑤ これからの世代に指示する魅力的なまちにしていく 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

秩序とやすらぎを感じる街が形

成されていると思う市民の割合 
90.2％(H25.1) 91.4％ 91% 91％ 

 

⑴ 質の高い住環境の整備 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

秩序とやすらぎを感じる街が形

成されていると思う市民の割合 
90.2％(H25.1) 91.4％ 91% 91％ 

市街地の公園などの面積 84.3ha 86.1ha 87ha 86.6ha 

市内の公園が安全で快適に利用

できると思う市民の割合 
88.2％ ― 89％ 

総合計画見直し

に伴い削除 

公園施設の不具合による事故件

数 
― 0 件 ― 

0 件 

(新規設定) 

都市景観に満足している市民の

割合 
82.4％ 77.3％ 84％ 84％ 

⑵ 快適に移動できる交通基盤の整備 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

市内の移動が円滑に行えると思

う市民の割合 
85.7％(H25.1） 83.2％ 88％ 88％ 

⑶ 安全で安定した水の供給 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

安全な水道水が供給されている

割合 
100％（H24) 100％ 100％ 100％ 

⑷ 衛生的で快適な下水道の整備 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

下水道普及率 63.7％(H24) 76.6％ 78％ 78.2％ 

水洗化人口 49,248 人 58,269 人 61,900 人 60,402 人 

⑸ 雨水対策・河川整備の推進 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

道路冠水箇所数 19 箇所 13 箇所 10 箇所 13 箇所 
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⑹ 資源循環型社会の形成 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

リデュース、リユース、リサイクル

を意識し、行動している市民の割合 
93.4％ ― 94％ 

総合計画見直し

に伴い削除 

市民一人一日あたりのごみ総量 921ｇ 820ｇ 866ｇ 809ｇ 

資源化率 30.0％ 27.5％ 31％ 28.6％ 

⑺ 地球にやさしい生活の推進 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

環境問題に関心を持って自ら学

んでいる市民の割合 
12.4％ 29.2％ 16％ 16％ 

省エネルギー、再生可能エネルギー

設備を導入している市民の割合 
19.0％ 58.1％ 27％ 27％ 

市の施設における温室効果ガス

排出量 
2,386.7 tＣＯ2 5,235 tＣＯ2 2,300 tＣＯ2 5158.3 tＣＯ2 

⑻ 地球にやさしい生活の推進 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

緑地面積 517ha(H24) 517ha 518ha 517.5ha 

緑・水辺に親しめる場所がある

と思う市民の割合 
87.3％(H25.1) 84.9% 89％ 89% 

公共緑地面積 499.3ha 501.1ha 502ha 501.6ha 

自ら緑を育成している市民の割

合 
52.0％ 49.1% 58％ 58% 

水質を維持しているため池数 4 箇所 4 箇所 7 箇所 7 箇所 

水辺空間を利用している市民の

割合 
54.7％ 50.7％ 58％ 58％ 

環境保全活動等に参加している

市民団体数 
26 団体 24 団体 29 団体 26 団体 
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⑼ 生活衛生環境の向上 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

快適な生活衛生環境だと思う市

民の割合 
69.5％(H25.1) 68.2％ 71％ 71％ 

生活衛生環境を保全する活動を

行っている市民の割合 
59.5％ 54.4％ 60％ 60％ 

ペット・小動物に関する苦情件

数 
22 件 31 件 25 件 25 件 

公害に関する苦情件数 59 件 87 件 60 件 60 件 

⑽ 市民によるまちづくり活動の推進と支援 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

地域活動に参加している市民の

割合 
27.2％(H25.1) 24.1％ 35％ 35％ 

ボランティア活動・市民活動を

行っている市民の割合 
15.0％ 11.9％ 21％ 21％ 

コミュニティ施設の充足度 70.6％ 68.9％ 77％ 77％ 

ボランティア・市民活動の活動

人数 
3,615 人 3,234 人 4,450 人 3,351 人 

⑾ にぎわいの創出とまちへの愛着意識の向上 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

わがまちに「愛着」を感じる市民

の割合 
69.1％(H25.1） 78.3％ 77％ 77％ 

市民同士のふれあいの場・機会

への参加の割合 
45.3％ 43.4％ 52％ 52％ 

にぎわい市場開催地数 ― 3 か所 5 か所 5 か所 

⑿ 行財政運営の推進 

数値目標 基準値 直近実績 目標値(R 元) 新目標値(R2) 

効率的・計画的なまちづくりが進め

られていると思う市職員の割合 
88.8％(H25.3) 79.2％ 91％ 82.4％ 

市民１人あたり公共施設面積 2.06m2 ― 2.00m2 
総合計画見直し

に伴い削除 

公共建築物の保有量 ― 193,896m2 ― 
193,004 ㎡ 

(新規設定) 
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