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第 1 章 序論 

 

１．１ 瀬戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定の背景 

2012 年 12 月の政権交代を契機にしたアベノミクスに加え、新たな公共交通の大動

脈として期待されるリニア新幹線整備への取り組みや、2020 年に開催される東京オリ

ンピックの会場整備などの明るいニュースにより、わが国の経済復活への期待が高ま

っていますが、実態は、全ての国民が経済復活を実感するまでには至っていない状況

にあります。 

特に、日本の経済活動の原動力となり、わが国が技術立国であり続ける地位を支え

てきた“ものづくり”に関わる企業の多くは、バブル経済の崩壊から失われた 20 年に

よる疲弊しきった状態に、2008 年秋にアメリカ合衆国を起点に瞬く間に世界へと拡が

ったリーマンショックが追い打ちをかけ、その傷は未だに癒えていないと言っても過

言ではないところです。 

さらに、近年のわが国における“ものづくり”に関わる企業を取り巻く環境は、経

済活動のグローバル化に伴い、特に、大企業が生産拠点を海外へ移したことによる仕

事量の減少に加え、中小企業の経営者の高齢化と技術を伝承する後継者の不足が招く

事業承継への課題が顕著になっており、わが国の基幹を支えてきた“ものづくり”に

関わる企業にとって大きな転機が訪れています。 

 一方、わが国では、団塊世代が後期高齢者となり爆発的に社会保障が増加するとい

われる 2025 年問題、少子化の進行や終身雇用制度の崩壊や正規非正規雇用といった雇

用環境の課題が複雑に絡んだ実質労働人口の減少などが指摘されています。 

そうした中で、地方自治体には、将来の税収減を与件とした中でも、市民生活を支

える社会保障や公共施設等の維持管理といった義務的経費を確保し続けなければなら

いないという使命をどのように果たしていくかという、過去に例のない難題への取り

組みが求められます。 

いま、「国家の実力は地方に存する」といわれるとおり、地域経済の活気や地域の賑

わいを取り戻す確かな政策が必要となっています。 
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１．２ 瀬戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定の目的 

国では、2014 年 11 月に公布・施行された「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、

同年 12 月に、人口減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度な集中を是

正といった人口減少問題の克服と、2050 年代に実質 GDP 成長率 1.5～2.0％を維持する

成長力の確保に関する中長期展望を示した「長期ビジョン」と、2015 年度～2019 年度

（5 か年間）の政策目標や施策を示した「総合戦略」を公表しました。 

さらに、2015 年 6 月には、先に示された総合戦略の指針となる「まち・ひと・しご

と創生基本方針」が公表され、地方発の新たな政策実行への気運醸成が促されていま

す。 

こうした国の取り組みと連動して、瀬戸市のこれから５か年間の政策を進めるため

の基本目標や取り組む政策を、「瀬戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略」で取りまと

め公表することとしました。 

 

 

 

１．３ 第６次瀬戸市総合計画と瀬戸市まち・ひと・しごと

創生総合戦略の関係 

これまで地方自治体が策定してきた総合計画は、概ね 10 年先を見据えた展望による

インフラ整備等のハード中心から、近年では、社会全体で目指す方向を実現するため

のソフト政策を盛り込んだ総花的な計画へと変遷を重ねてきました。 

瀬戸市でも、過去 50 年余にわたり、基準とする年から 10 年先の瀬戸市の新たなま

ちづくりの指針である総合計画を策定し、その思想に基づく政策事業が実行されてき

ました。 

現在、平成 29 年度から新たにスタートする第 6 次総合計画の立案を進めているとこ

ろですが、未来の多様化・複雑化する社会的なニーズや課題へ対応していくためには、

既存のハードとソフトを個別に評価する手法から、互いの相乗効果を生み出す新たな

思想が必要ではないかという視点で議論を重ねています。 

そうした中で、「瀬戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略」は、地域の雇用創出、

都市部からの人口流入・転入、結婚・出産・子育てができる社会づくりなどを重点項

目に置き、瀬戸市の特性を活かしたソフト施策による“まちの活力アップ”を促進す
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る政策であり、第 6 次総合計画のパイロットプランと位置付けています。 

平成 28 年 12 月を目標に策定される第 6 次総合計画の立案では、瀬戸市の未来に必

要なハード施策と、「瀬戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を含めたソフト施策

とが、「ハードとソフトのベストミックス」という形で結実する“まちづくりのバイ

ブル”となるよう、議論を深化させてまいります。 

 

 

図－1 第６次瀬戸市総合計画と瀬戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略の関係 
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第２章 瀬戸市まち・ひと・しごと創生 

総合戦略で重視する視点 
 

 

２．１ 瀬戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略で目指す 

“瀬戸市の未来像” 

 瀬戸市が実行する政策事業の原点は、地域の活発な経済活動で得た利益から納税し

てもらい、それを、地域社会の機能維持に必要な社会保障や公共施設等の維持管理と

いった義務的経費へと還元していく、まちづくりのシステムを構築するために欠かせ

ない“未来への投資”です。 

それは、地域経済を支え雇用を創出する企業の活性化策だけでなく、市民活動や

NPO をはじめとするまちづくりを推進するイノベーターの発掘であり、瀬戸市の未来

を託す希望へとつながる取り組みでもあります。 

そうした政策事業の成果や効果を市民が実感し、目に見える形にしていくためには、

瀬戸市の経済基盤が疲弊していては、何かを起こす確率が低くなってしまうことも見

逃せない要因です。 

未来を委ねる“変革を興す”には、活動に必要な原資を稼ぐことも重要な要素であ

り、改めて、瀬戸市が得意とする Progress（進歩・発達）に、まち全体が積極的に取

り組むことのできる環境整備が必要だと考えます。 

そこで、こうした思想を実現するまちの姿を、「瀬戸市まち・ひと・しごと創生総合

戦略」で目指す“瀬戸市の未来像”と位置付け、今後、2015 年度から 2019 年度まで

の 5 年間において展開を図っていきます。 
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２．２ 瀬戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略で 

重視する視点 

2.2.1 産業の再構築と連動して働く場をつくる 

 瀬戸市の文化を育んできた“やきもの”に関する歴史と現状を見ると、その特色は、

歴史に名を残さない多くの先人達が繰り返してきた『革新（イノベーション）』の積み

重ねによる伝統だといえます。 

いま、こうした瀬戸市の起源である“やきもの”に関わる伝統を、未来にどう活か

すかという問いに対して、瀬戸市は、“やきもの”を『新たな文化（＝価値創造）』と

いう視点に転換することで、新たなまちづくりの『革新（イノベーション）』の種とし、

それに関わる様々な取り組みを、瀬戸市の未来を創造する戦略へと連鎖させていくこ

とを提案します。 

一方で、瀬戸市の産業は、機械製造やそのメンテナンス、副材であった電磁器用の

取り付け金具や螺子、碍子等の、“やきもの”の生産に関する技術を活かした副次産

業を出現させ、多面的な地場産業を形成しながら地域経済の成長を支えてきたという

特徴を有しています。  

こうした副次産業の出現は、瀬戸市のまちづくりに新たな活力を与える新産業分野

への進化であり、“新産業という働く場づくり”への挑戦は、雇用創出⇒定住人口の

確保⇒消費の拡大という連鎖につながることから、瀬戸市の未来を創造する『変革（レ

ボリューション）』の起源となる取り組みとして期待できます。 

 

2.2.2 まちの魅力や特性を活かして交流を促進する 

瀬戸市は、緑豊かな森や丘・水辺といった自然環境というかけがえのない資産を有

しています。 

 一方で、わが国の人々の生活を支え・彩る器の生産を通して、それぞれの時代の変

遷の中で、人々の生活に密接に関わり合いながら熟成され、積み重ねられてきた“や

きもの”の歴史と文化に関わる有形・無形の財産が共存しています。 

 また、近年は、東海環状自動車道等の広域道路網の整備が進み、産業分野だけでな

く、人（ヒト）の広域的な交流と連携を図ることの出来る基盤が整いつつあります。 

 こうした有形・無形の資産を、交流を軸とした産業・観光・文化・まちづくり等の

地域の活性化につなげる運動である「せと・まるっとミュージアム」へと進化させる
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ことで、持続的な内需の拡大を促し、消費によるまちづくりの活性化を目指す政策事

業の立案と実行を進めていく戦略を提案します。 

 

2.2.3 若者が未来予想図を描ける暮らしやすいまちをめざす 

少子高齢化の要因の 1 つといわれる晩婚化の解消や、結婚した夫婦が希望する子ど

もを産み・育てる希望をかなえる環境を改善することは喫緊の課題となっています。 

特に、雇用形態の多様化による若者の不安定な雇用環境を解消する取り組みとして、

経済的な安定を実現する政策の実行は急務であると捉えています。 

そうした社会的な課題に対する処方箋として、小中学校から職業観や就業への意欲

を養う取り組みを始め、若者が社会的に自立することができる社会で生き抜く力を育

成していくとともに、若者への就労支援の充実を図る必要があります。 

また、共働き家庭の増加を背景とした女性の活躍の場の拡大や、出産・子育て期に

離職した女性の再就職支援、仕事と子育ての両立を可能とするライフ・ワーク・バラ

ンスの推進も見逃せない重要な項目です。 

更に、安心して子どもを育てられる環境を市民が実感できる社会としていくために

は、子ども・子育てに関する各種支援策の充実と共に、地域全体で子育てを応援して

いく社会システムの再構築が求められていると考えます。 

いま、大きな転換期における行政の果たすべき役割は、多様化し続ける市民ニーズ

という「満たされない需要」に寄り添い、「これを解決しようとするアイデア」と「瀬

戸市自らが率先して動く役割を果たす」ことであると考えます。 

そうした課題への道しるべとして、産まれてから、結婚、子育て、老後といったラ

イフステージごと支援策が整った“瀬戸市あんしん政策連鎖モデル”を構築し、市民

の暮らしを支える環境が実感できるまちづくりを推進する取り組みが必要と考えます。 

 一方で、市民が未来への“変革を実感”するためには、都市の活動に関わる産官学

民の全てがまちづくりに参加しているという意義を理解し、自らの責任に対して汗を

かこうとする姿勢と実行が必要です。 

これらを実践することで得られる『市民がいきいきと暮らすまち』の実現は、瀬戸

市の新たなまちづくりへの挑戦であり、その取り組みが、後世に新たなまちづくりの

『改革（チェンジ）』であったと評価されるよう、瀬戸市の未来を創造する戦略を提案

します。 
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2.2.4 ソフトとハードが融合するまちの発展をめざす 

 これまでのわが国の都市形成の手法は、人口増加や需要拡大を前提として、住宅団

地や工業団地といったクラスター単位での開発を与件とした拡大型であるため、社会

規模が縮小傾向に転じた時代の要請に合わせて変化することができず、その課題を克

服するためには、“新たなまちづくり”の基準と手法への転換が求められています。 

いま、中心市街地を核とした交通利便地区・居住地区への回帰（コンパクトシティ）

に注目が集まっています。 

こうした新たなまちづくり手法には、これまでのように市街地を拡大する都市形成

から、既開発エリアを活用した都市機能の再構築（リノベーション）への転換が不可

欠であり、それは、『新たな開発よりも、既存の開発エリアを、未来へどう活かしてい

くか』を考え、実践していくことが必要です。 

それは、単なるハードの配置論や環境論といった“従来型のまちづくり”の延長線

上の議論ではなく、将来必要な都市機能を満足するためのソフトとハードが融合した

瀬戸市の未来を創造する挑戦戦略でもあります。 
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第３章 総合戦略の基本目標と 

実行するプロジェクトの視点 
 

 

 本章では、第 2 章で瀬戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略で目指す“瀬戸市の未

来像”を達成するために設定した重視する４つの視点を踏まえ、基本目標の設定と、

それぞれの目標を実現していくための具体的な施策を提示します。 

 

図－１ 総合戦略で掲げる基本目標の相関図 
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３．１ 基本目標１：しごと  ～働くスタイルが実感できるまち～ 

 

 

 

 

 

 

【基本方針】 

◆ 新たな産業の育成や企業活動における海外展開、販路開拓に対する支援を行い、

瀬戸市の未来を支える柱となる基盤産業を拡大する。 

◆ 産業別就業者数のトレンドを見ると、市民の第 3 次産業に従事する割合が 2/3

と最も多く、瀬戸市が“ものづくりを基幹とした産業の構造”から、“第 2 次産業

と第 3 次産業の両輪へと産業の構造転換が進んだ”実態が見えてくる。こうした

実態を踏まえて、全ての産業分野を対象とした基盤産業の創出を模索する。 

◆ 農業分野にとどまらず、あらゆる分野で生産から販売を一貫した 6 次産業化を

推進することで、“瀬戸市独自の地域ビジネスモデル”を構築する。 

◆ 瀬戸市の産業競争力の強化策実現に向けて、国や県との連携に関する働きかけ

を行う。 

 

3.1.1 基盤産業の再構築 

(1) ソフトウエア産業の育成 

   産業の現場におけるロボット化や自動化の潮流は、ものづくりを支える産業か

ら第 2 次産業の柱へと成長する可能性が高いことに着目し、ロボット化や自動化

の機器を動かすのに必要不可欠なソフトウエア開発や支援の拠点となる取り組み

を推進する。 

(2) 航空宇宙産業への参入 

   国産初のジェット旅客機の開発・生産拠点に近い地の利を活かし、愛知県の進

める、国際戦略特区「アジア No.1 航空宇宙産業クラスター形成特区」と連携して、

航空機製造に関するビジネスモデルの構築と、必要な人材を育成する。 

 

瀬戸市の未来を支える柱となる基盤産業を拡大し、経済活動が雇

用へと連鎖していく“瀬戸市独自の地域モデル”を構築する。 
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(3) 介護・医療機器産業の育成 

   高齢化社会の進行に伴う介護・医療の需要が見込まれることに着目し、瀬戸市

のものづくりの特性を活かせる介護・医療機器の開発や生産について、産官学医

の連携によるビジネス参入を促進する。 

(4) 分野を限定しない 6 次産業化の推進 

   地域金融機関と連携したファンドを創設し、農業に限らず、全ての分野の製造

から流通・販売を一貫してビジネスモデル化する 6 次産業化を推進する。 

(5) 新産業振興計画の立案と計画に基づく政策の推進 

   瀬戸市の未来の基盤産業のあるべき姿を示す新産業振興計画を策定し、計画に

基づく政策の推進を図る。 

   また、瀬戸市の“やきもの”に関わる経済活動を「文化（＝希少価値）」という

視点に転換し、やきものが基盤産業の１つとして存続する道筋を、地場産業振興

ビジョンを進化させる形で新産業振興計画の中で位置付ける。 

 

3.1.2 外貨を稼ぐ力の創出 

(1) 海外展開の支援 

   世界に誇れる技術を有する市内に拠点を置く企業の海外進出に対して、大学コ

ンソーシアムの加盟大学や金融機関との連携により、海外でのビジネスチャンネ

ル構築に伴う複雑な手続き等をワンストップで提供する支援を推進する。 

 

(2) 包括的創業支援 

   既存の創業支援策で生じている課題を検証し、創業時における課題といわれる

資金調達や創業場所の確保に着目して、有効な支援策を再構築する。 

 

3.1.3 企業の継続的な活動への支援 

(1) 中小・小規模企業の事業再生・経営改革支援 

   地域の経済活動の担い手である中小・小規模企業の継続的な活動を支援するた

め、地域金融機関によるリレーションシップ・バンキングを積極的に活用した中

小企業再生ファンドの創設や、ものづくりの現場で培ってきた知的財産である技

術の伝承を目的としたＭ＆Ａの実現を図る。 
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(2) 地域大学との連携 

   地域の経済活動の担い手である中小・小規模企業の社会的な課題である事業承

継問題に着目し、地域大学との連携による後継者の育成を目的とした優先入学を

実行する。 

(3) ビジネスマッチングと販路拡大の機会創出 

   中小・小規模企業が抱える課題の１つであるビジネスマッチングや販路拡大を

解消することを目的に実施してきた見本市等のあり方を見直し、他地域の自治体

と連携したビジネスマッチングや販路拡大の手法を模索する。 

 

3.1.4 人材育成 

(1) グローバル社会に対応した人材育成 

   市内の小・中学校を、未来を担う人材育成の場と位置付け、小中一貫校を新た

に新設して、他地域に類をみない先進的な外国語教育の実施や、国際社会への理

解・探求を目的とした留学制度の支援策を創設することで、グローバルな人材育

成の場を再構築する。 

(2) 基盤産業を支える人材育成 

   瀬戸市が平成 26 年度に国から移管を受けた瀬戸サイトを活用し、隣接する県立

瀬戸窯業高校や県立職業訓練校を取り込んで、大学や民間の支援・ノウハウを得

て、未来の企業ニーズに合致した人材育成の拠点となる取り組みを、国や愛知県

に働きかける。 

   また、今後成長が期待できる介護・医療の分野においては、瀬戸市のものづく

りの特性を活かせる介護・医療機器の開発や生産について、産官学医の連携によ

るビジネス参入に合わせた人材供給ができる教育システムを構築する。 
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３．２ 基本目標２：にぎわい  ～にぎわいが実感できるまち～ 

 

 

 

 

 

 

【基本方針】 

◆ 基盤産業の活性化が、新たな基盤産業の担い手となる人材を、国内外から積極

的に瀬戸市へ移住する取り組みへと連鎖することで、“瀬戸市独自のまちづくり

運動”を構築する取り組みを最優先に実行する。 

◆ 市外からの来訪者を呼び込む“交流の促進”に特化したまちづくり運動へと、

「せと・まるっとミュージアム」を進化させる。 

◆ 日本遺産の登録を契機に地域ブランドの再編を促す。 

 

 

3.2.1 人材移住プロジェクト 

(1) ICT を活用した人材移住プロジェクト 

   国の「移住・交流情報ガーデン」と連携した就職や暮らしに関する情報発信に

加え、ICT を活用した瀬戸市独自の情報発信を実施することで、移住希望者の掘

り起こしを図る。 

(2) 秋葉原からの移住プロジェクト 

   ICT 機器やソフトウエアの分野は、進化に人材育成の期間が追いつかないとも

言われる特異な分野であることから、瀬戸市が基盤産業の再構築の１つとして位

置付けたロボット化や自動化の機器を動かすのに必要不可欠なソフトウエア開発

の人材確保は、即戦力が多く集う秋葉原地区に集う若者の移住をターゲットにし

た取り組みを行う。 

(3) UJ ターン組の移住プロジェクト 

   大都市圏で働く生産労働人口の UJ ターン希望に特化した潜在的な需要を掘り

起こすためのデータバンクを瀬戸市役所が運営し、併せて、企業とのマッチング

瀬戸市の歴史・伝統に培われた固有の資産を、産業・観光・文化・

交流・まちづくり等の地域の活性化につなげる“瀬戸市独自の地域

モデル”を構築する。 
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を見るための社会人インターン制度の創設することで首都圏からの UJ ターンを

促進する。 

 

3.2.2 地域ブランディング 

(1) やきものブランディング 

   瀬戸市の“やきもの”に関わる活動を文化（＝希少価値）という視点で見直し、

やきものの高付加価値化を促進することによりブランド力を増進させる。 

(2)  せと・まるっとミュージアムの進化 

日本遺産の登録を契機として、地域に眠る資産を再評価することで、市外から

の来訪者を呼び込む“交流の促進”に特化したまちづくり運動へと、「せと・まる

っとミュージアム」を進化させる。 

 

 

3.2.3 空き家の活用 

(1) 空き家を活用した観光交流事業の促進 

空き家対策を、熟成社会の社会的な課題である空き家の放置に対する一律的な

制度整備とするのではなく、観光交流事業の促進につながる宿泊先や休憩所、物

品販売として転用・流用できる制度を実現する。 

(2) 空き家への移住促進 

   空き家データバンクの構築と不動産関連企業との連携強化を図り、人材移住プ

ロジェクトの促進のツールとして活用する。 
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３．３ 基本目標３：くらし ～暮らしを支える環境が実感できるまち～ 

 

 

 

 

 

 

【基本方針】 

◆ 持続的な都市機能を維持していくために必要なインフラについて、瀬戸市と住

民が情報を共有し、長期的な展望にたった都市基盤を支えるインフラを計画的に

整備する。 

◆ 高齢化の進行による社会的な課題の１つとなる買い物難民の課題対応と、別の

社会的課題である給食センターの老朽化の対応を組み合わせ、瀬戸市が給食を供

給するビジネスモデルを構築する。 

◆ 結婚から子育てを経て老後までの年代別支援策連鎖モデルを構築し、市民が必

要とする切れ目のない支援や政策を実行することで、暮らしを支える環境が実感

できるまちを実現する。 

◆ 地域医療の拠点である公立陶生病院と、地域の個人病院がデータを共有するシ

ステムを構築することにで、市民の健康管理体制を向上させるととともに、デー

タ構築に伴う雇用を創出する。 

 

 

3.3.1 持続的な都市に必要なインフラの整備 

(1) 都市の機能集約と連携型のまちづくりの推進 

   持続可能なまちづくりを進めるため、中心市街地や拠点となる地区を指定して、

商業、医療、福祉等の都市機能を集積するとともに、機能が集約した中心市街地

と既存集落が連携するために必要な公共交通や関連する道路等のネットワークを

形成することを目標に、立地適正化計画（都市のコンパクト化に向けた包括的な

マスタープラン）を作成し、計画的なインフラの再構築を推進する。 

 

 都市機能の持続をベースに、瀬戸市の長期的な展望と社会的な課

題解決を両立する“瀬戸市独自の地域モデル”を構築する。 
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(2) 公共交通ネットワークの維持と拡張 

   自家用車の普及に伴う公共交通の利用者数の減少と、市内の公共交通ネットワ

ーク機能の維持をするための利用促進という相反する課題に対ついて、市民と情

報を共有し、課題解決のための処方箋を、市民参加で解決策立案する取り組みを

行う。 

(3) リニア新幹線開業のインパクトに便乗 

リニア新幹線の開業をにらみ、瀬戸市から名古屋駅のアクセス向上につながる

愛知環状鉄道の増発等を、国、愛知県、JR 東海へ働きかけを行う。 

 

3.3.2 地産地消型介護サービスの構築 

(1) 給食センターの整備 

高齢化の進行による社会的な課題の１つとなる買い物難民の課題対応と、別の

社会的課題である給食センターの老朽化の対応を組み合わせ、瀬戸市独自で給食

を供給するビジネスモデルを構築する。 

(2) 地産地消型介護サービスのビジネスモデル構築 

   2025 年問題に代表される高齢者の増加の課題は、増え続ける社会保障費の確保

だけでなく、介護が必要な需要数に対する施設やサービスを供給量の不足という

深刻な難題への挑戦であることに着目し、必要な供給量を確保するための介護ビ

ジネスモデルを構築する。 

 

3.3.3 結婚～子育ての一貫支援 

(1)  年代別支援策連鎖モデルの構築 

生まれてから、結婚、子育て、老後といったライフステージごとに支援策が表

記された連鎖モデルを構築し、併せて、暮らしに密着した情報発信を実行するこ

とで、市民の暮らしを支える環境が実感できるまちを実現する。 

(2) 若者雇用対策の推進 

   産官学金の連携強化により、大学の地元定着型奨学金制度の創設や優先入学制

度の創設を目指す。 

   市内企業と連携して、高校、大学の長期休暇期間を対象に有料の職場体験制度

である“瀬戸市版インターンシップ制度”を新設し、自分に合った職を探す機会
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を提供する。 

(3) 女性の働く場の拡充 

   女性が安心して働ける環境を提供するため、市内の公立保育園の定数を基準に

待機児童ゼロを達成することに加えて、企業内保育所の拡充への支援を実施する。 

(4) 婚活サポート 

   地域の未婚化や晩婚化の解消を目的として活動する NPO や市民団体と連携し、

平成 27 年度から実施している婚活事業への支援を継続して実施することで、未婚

者の結婚に対する意識醸成を促進する。 

 

3.3.4 データヘルスケアを核とした地域医療体制 

(1) 医療データの連携システムの構築 

地域医療の拠点である公立陶生病院と、地域の個人病院が医療データを共有す

る連携システムを構築することにで、地域医療の連携を円滑にする。 

(2) 市民の健康データプラットホームの構築 

瀬戸市の保有する CIT 技術や拠点を活用し、マイナンバー制度の開始と連動し

て、希望者に健康診断や各種支援制度の利用を自動配信するシステムを構築する

ことで、市民の健康管理を促進する。 

 

3.3.5 瀬戸市版 CCRC の構築 

(1) 瀬戸市版 CCRC 構想 

   人口が集中する東京等の大都市圏に住む団塊の世代の多くは、高度な知識や経

験を積んだスペシャリストであり、瀬戸市が進める地方創生の担い手となる可能

性を秘めていることから、平成 27 年末を目標作成する「日本版 CCRC 構想」を踏

まえて瀬戸市版 CCRC 構想を作成し、可能な限り実行段階へと移行する。 
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３．４ 基本目標４：ひと  ～地域社会の自立が実感できるまち～ 

 

 

 

 

 

 

【基本方針】 

◆ 地域の特性を活かし、NPO や市民活動団体との協業によるコミュニティビジネ

スモデルを構築する。 

◆ 市内企業における有給休暇取得率の向上やサービス残業の撤廃、CSR レポート

開示等を積極的に実行する働きかけを行う。 

◆ 誰もが社会の担い手として活躍できる社会の実現に向けて、元気な高齢者の就

労・社会参加を促進する。 

◆ 隣接した都市との都市間競争ではなく、隣接した都市との共生を実現するため

の連携を強化することで、人口が集中する東京等の大都市圏からの移住を促進す

る。 

 

 

3.4.1 NPO や市民活動団体との協業プロジェクト促進 

(1) 市民公益活動の促進 

   これまで実施してきた市民活動応援補助金の継続に加え、市民公益活動の機能

強化を目的として、市民活動センターを中心に、瀬戸市と NPO や市民団体の協動

モデルを構築する取り組みを推進する。 

(2) まちづくりへの市民参画 

   平成 29 年度からスタートする第 6 次総合計画の立案に際して、市民との対話を

目的としたタウンミーティングを実施する中で、情報の共有とともに、地域の特

性を活かしたコミュニティビジネスの可能性や、地域デザインの議論を深める取

り組みを実施する。 

 

年齢や性別に関わらず、全ての市民が地域の担い手として活躍し、

いきいきと暮らせる“瀬戸市独自の地域モデル”を構築する。 
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3.4.2 市民が生きいきと暮らせるまち実現 

(1) ライフ・ワーク・バランスの実現 

   市内企業における有給休暇取得率の向上や、サービス残業の撤廃を目標に掲げ

た官民合同懇談会を開催し、官民一体となった市域におけるワーク・ライフ・バ

ランスの実現を目指す。 

(2) 企業の CSR への取り組み推進 

市内企業に対して、CSR レポートの開示が進むよう働きかけを行い、企業活動

における社会貢献への取り組みを評価・表彰する制度を構築する。 

 

3.4.3 ひとづくり 

(1) 市民の自律する意識の醸成 

   瀬戸市に住む全ての市民が、日々の暮らしの中で地域コミュニティの最小単位

である「近所」とのつながりを意識する中で、社会の担い手である自覚を持って

暮らすことのできるまちの実現に向けた気運醸成を図る目的で「市民憲章」を復

活する。 

(2) 市民が愛着を持って暮らすまちの実現 

   市民ひとり一人が郷土への愛着を持ち続けられる社会を実現する。  

 

 

  



- 19 - 

 

３．５ 基本目標５：じりつ ～まちづくりの推進力が実感できるまち～ 

 

 

 

 

 

 

【基本方針】 

◆ 少子化社会の進行と低成長経済が避けられない状況に加え、2025 年問題として

取り上げられる超高齢化社会を背景とした社会保障費の増加や、老朽化する公共

施設への対応などの財政需要の増加は、避けられない与件となっている。 

◆ そうした地方自治体の財政運営が厳しさを増す与件を受け入れ、それでも瀬戸

市が持続的な都市の営みを確保していくためには、これまで以上に質の高い効率

性、有効性、透明性を確保した行財政運営を確立する必要がある。 

◆ その取り組みには、市民生活に直結した行政サービスの維持と将来への投資の

両立を実現するため、瀬戸市における自立と自律の均衡を保つためのガバナンス

改革への挑戦が必要である。 

 

 

3.5.1 新財政規律ガイドラインの設定 

(1) 新財政規律ガイドラインの公表 

   大規模事業等を実施することに伴う後年度の財政リスクを把握したうえで、市

民生活に必要な都市機能を削減することなく、瀬戸市の将来に必要な政策事業を

実行することを目的に、瀬戸市の健全な財政運営を維持するための指針を定める。 

(2) 新財政規律ガイドラインによる都市経営 

   財政の健全性の確保は、議会と市民による監視と自立的な仕組みで担保される

ことが重要であることから、指針として定める新財政規律ガイドラインに基づく

継続的な進捗管理を実施し、その結果を公表することで透明性を高め、効率的・

効果的な都市経営を実行する。 

 

市民ニーズに寄り添い、課題を解決しようとするアイデアや市役

所自らが率先して動く役割を果たすことのできる“新しい瀬戸市役

所”を実現する。 
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3.5.2 公共施設等総合管理計画の推進 

(1) 公共施設の適正化への挑戦 

   市民生活に必要な公共施設の果たす機能を可能な限り減らさずに、施設の総量

を減らす取り組みとして、これまでの「フルセット主義＋フルスペック型」から

決別し、「既存ストックを新たなコミュニティづくりに活かす」を基本に、実行可

能な計画を立案する。 

(2) 民間の積極的な活用 

   公共施設の運営に際して、社会保障や小中学校のような公でしなければならな

いことと、スポーツ振興やレクリエーション等の民間に委ねることが可能なこと

を区分し、民間の持つ力を積極的に活用する。 

(3) 情報開示と市民との合意形成 

   公共施設の適正化を進める過程で、「①持続的な都市機能を支えるために必要な

機能」、「②瀬戸市の将来にとって必要な機能」、「③健全な財政運営を維持するた

めの限界との乖離」について市民に提示し、市民との議論を深める中で実施へと

移行する。 

 

3.5.3 市役所改革プロジェクト 

(1) スキルと人間力を両立した人財育成 

   公務を遂行するうえで必要な知識や技術だけでなく、自らが新たな付加価値を

生み出すために、市民に働きかける地域社会のコーディネタ-としての役割を果た

すことのできる人財育成計画を立案し、実行する。 

(2) 弾力的な人材配置を可能とする新組織の構築 

   社会の変化に弾力的な対応ができるよう、縦割りの組織や古典的な職制制度に

基づく人材配置を否定し、組織の枠にとらわれない横断的なプロジェクトを確立

する。 

 

3.5.4 地域間連携の強化 

(1) 地域間連携の強化 

   これまで、「連携中枢都市圏」、「定住自立圏」、「広域連合」をテーマに、近隣自

治体との間で、事務の共同処理や公共施設の相互利用等、様々な連携の可能性に
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関する調査・研究を行ってきたことを踏まえ、これからも隣接した都市との共生

という共通の目標を掲げ、互いの施策の連携を深めることで、人口が集中する東

京等の大都市圏からの移住を促進する。 

 

 

 

 


