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市の花「ハナショウブ」

市　章

市の木「カシ」

ロゴマーク

　衣浦港を門戸として、広く世界に目を開き、あたたかく明るい郷土「碧
南」をつくるため、わたくしたちは自治の約束として、この憲章を掲げ
ます。

1．安心して住める町に
　　　　　　いのちを大切にし、すこやかな
　　　　　　毎日をおくります。

1．活気ある町に
　　　　　　元気で働き、豊かな家庭を
　　　　　　築きます。

1．あたたかい心の町に
　　　　　　話し合いの輪をひろげ、なごやかな
　　　　　　社会をつくります。

1．きれいな水と青い空の町に
　　　　　　自然をだいじにし、美しい郷土を
　　　　　　つくります。

1．清新な文化の町に
　　　　　　若い力を育て、文化と教養の
　　　　　　まちをつくります。

（昭和49年４月７日制定）

碧南市民憲章



第5次碧南市総合計画の
策定にあたって

　わたしたちの碧南市は、矢作川、油ヶ淵、衣浦港などの水や、豊かな緑に囲まれる
なか、多くの先人が残したすばらしい風土、文化、伝統、産業などが脈々と息づき、
また臨海工業地帯の進展による経済的発展などにより、バランスのとれたまちとして
成長してきました。しかし、今後は地方分権のもと、少子高齢社会や地球的規模での
環境問題への対応、安心・安全なまちの構築など、多くの課題に対して積極的に取り
組むべき時代となります。
　このたび、平成32年度（2020年度）を目標とする第5次碧南市総合計画を策定いた
しました。この計画では、「ひとのわで　楽しさつくる　みなとまち　へきなん」を
基本理念に掲げ、市民の皆様が「住んでよかった」「ずっと住み続けたい」と思って
いただけるようなまちづくりを積極的に推進します。
　この計画の実現には、最大の努力を払ってまいりますが、これからは「市民協働」
による取組が最も重要であると考えております。市民の皆様の積極的なご理解・ご協
力・ご参加をお願いいたします。
　最後にこの計画の策定にあたり、ご尽力を賜りました多くの市民の皆様、総合計画
審議会の委員の方々、関係各位に対しまして、厚くお礼申し上げます。

平成22年3月

 碧南市長　
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　本市では、平成12年3月に平成22年度（2010年度）

を目標とする「第4次碧南市総合計画」を策定し、ま

ちづくりのキャッチフレーズ「元気でいこう思いやり

と文化のみなとまち碧南」のもと、市民憲章を基本に

「自治のまち」「地域を見つめ直して」「生活者の視点

で」「身近な生活環境から」「支え合うまち」「人が、

まちが元気」「子どもたちが生き生きと育つ環境づく

り」の7つの基本理念を設定し、市民と行政が一体と

なって計画的なまちづくりを推進してきました。

　碧南市にとって今回の計画は「第5次」にあたる計

画です。

　新しい計画では、地方分権時代における新たな市民

と行政の協働の形を形成し、安心・安全な環境のもと、

楽しさを感じることができる創造的なまちづくりを推

進することを目指しています。

　そして、本計画は、新たなまちづくりの指針として

今後11年間の目標とその実現に向けた施策を定める

ことを目的として策定するものです。

　本計画『第5次碧南市総合計画』は、平成32年度

（2020年度）を目標年度とするまちづくりの指針です。

　これまでの計画（第4次碧南市総合計画）の見直し

を図るとともに、社会経済環境の動向や市民の意向を

十分に踏まえ、希望と期待に満ちた新たなまちづくり

を推進するための計画とします。

　なお、『第5次碧南市総合計画』は、

　　①　まちづくりの最上位計画であること

　　②　行政運営の指針であること

あで針指動活のりくづちまの体団種各や民市　 ③　　

　ること

意の向方りくづちまの後今、のへどな県や国　 ④　　

　思を明確化したもの

と位置づけます。

基本構想  
　基本構想では、時代の潮流や市の特性・課題を踏ま

え、本市が目指す将来像を描き、その達成のための基

本的な考え方を明らかにします。

　また、分野別にまちづくりの基本方針（施策の大綱）

を明らかにします。

基本計画  
　基本計画は、基本構想で定めた将来像とまちづくり

の基本方針（施策の大綱）を受けて、その実現に必要

となる基本的な施策を分野別に体系化し、内容を明ら

かにします。

実施計画  
　実施計画は、基本計画で体系化した施策を具体的に

示すもので、それぞれの優先度や実効性を配慮し、推

進すべき内容を実施年度、事業量、実施主体、財源内

訳などによって明らかにします。

　計画期間は3ヵ年のローリング方式とし、まちづくり

の動向や財政状況に対応して実効性の確保に努めます。

計画策定の意義と目的
計画策定の趣旨

計画の性格

計画の構成と期間

【第5次碧南市総合計画の構成・期間】

年度 平成22年度
（2010）

平成23年度
（2011）

平成24年度
（2012）

平成25年度
（2013）

平成26年度
（2014）

平成27年度
（2015）

平成28年度
（2016）

平成29年度
（2017）

平成30年度
（2018）

平成31年度
（2019）

平成32年度
（2020）
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【計画の構成】
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　碧南市民憲章の理念を踏まえ、第5次碧南市総合計画における『まちづくりの基本理念』を次のとおり掲げます。 　『まちづくりの基本理念』に基づき、碧南市の将来像を、

とします。

基本理念と将来像
まちづくりの基本理念 将来像

将来の人口
①総人口
　基本構想の目標年次である平成32年度の総人口を77,000人と設定します。
②年齢三区分別人口
　年少人口を9,600人（12.5％）、生産年齢人口を50,700人（65.8％）、老年人口を16,700人（21.7％）と

設定します。

③世帯数
　世帯数を26,700世帯、1世帯当りの人員を2.88人と設定します。

まちづくりの基本理念

碧
南
市
民
憲
章

ひとのわで　楽しさつくる

みなとまち　へきなん

結
結びあうまちへ
▶それぞれの結びあいをめざして
市民・地域との協働により、市政の発展を図ります。

育
育むまちへ
▶あらたな地域力の芽生えと成長をめざして

まちの地域力を育む、新たな力を生みだします。

活
活かすまちへ
▶地域の財産を活かし進展し続けるまちをめざして
財産を活用し、まちの活性化を推進します。

創
創造を楽しむまちへ
▶楽しさの創造をめざして
新たな環境や文化などを創造し、市民生活を向上することに
より、楽しめるまちの創出を図ります。

安
安心・安全なまちへ
▶健やかに暮らせる安らぎをめざして
市民の安心・安全の確保に向け、健やかに暮らせる環境の形
成に力を注ぎます。

開
開かれたまちへ
▶開かれた進展するまちをめざして
明るく開かれた行政運営を推進します。

広
広がりのあるまちへ
▶海への広がりと活力あるまちをめざして
本市に広がる海を活用し、活力のあるまちづくりを推進しま
す。

将来像について

　「ひと」は個人だけではなく、地域、企業、事業所、団体など碧南市にかかわる全て

の方々を示しています。

　「わ」は、平和の「和」であり、車輪の「輪」であり、循環の「環」を表現しています。本

市に関わる全ての方々が、和やかな環境のなか、一緒になり、これから進んでいこうとい

う意味を込めています。

　「楽しさつくる」は、今まで本市では積極的に基盤整備などを実施して、住みやすい環

境づくりを推進してきました。今後は、住むだけではなく、住むことを楽しめることが必

要であり、またその楽しさは、みんなでつくりあげていくことが重要という意味を込めて

います。

平成12年
（2000年）

平成17年
（2005年）

（人／世帯）
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①広域的な都市軸の形成
城安路道画計市都、線崎岡浦衣路道画計市都、軸北南るすと心中を線河三鉄名、線田豊浦衣路道画計市都　 　

碧南線を中心とする東西軸を都市軸として位置づけ、これらの都市軸を骨格とする都市構造を形成します。

路道ュシッレフリ防堤川作矢の中備整にび並、路道田豊浦衣・路道浜名の路道格規高域地るれさ備整来将　 　

を広域連携軸として位置づけます。

②集約型の市街地の形成
。すまけづ置位てしと」核心中「たし積集が設施務業・業商、や設施共公な要主のどな所役市、は辺周駅央中南碧　 　

」核ブサ「るす進促を流交な様多、つつり図を携連のと核心中、は辺周の駅川新北、駅町川新、駅南碧、たま　 　

として位置づけます。

③良好な居住環境の形成
。すまし進推を更変のへ途用系居住、はていつに域地い高が合割るいてれさ用利てしと地宅住、ちうの区地在混工住　 　

　　住工共生ゾーンでは、住宅地と工業地との共生を目指した環境整備を進めます。

　　住宅ゾーンは、農地ゾーンや河川などの自然環境と調和したゆとりある居住環境を形成します。

④産業拠点の形成
の盤基業産なた新や点拠流物たしか活を網通交域広のどな路道田豊浦衣や路道浜名、はンーゾ通流・産生　 　

整備を図るとともに、既存の生産機能の高度化による産業拠点の形成を図ります。また、住工混在地区から

の工場の移転や産業環境の充実のため、市北部に新たな工業拠点の整備を図ります。

⑤市の特性を活かした都市環境の形成
　　矢作川、油ヶ淵、衣浦港などの水と緑に囲まれた本市の特性を活かした、潤いある都市環境の形成を図ります。

まちづくりを展望した土地利用構想
目指すべき都市構造

■将来都市構造図

Ｎ

凡　　例
広域連携軸
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緑の環境軸
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【緑の拠点】

　県営油ヶ淵水辺公園や臨海

部の緑地、また、既存の臨海

公園、明石公園などを緑の拠

点として位置づけます。

【緑の環境軸】

　都市軸としての都市計画道

路や旧海岸線などを緑の環境

軸として位置づけます。また、

市の北東部や南部に広がる農

地などを市街地の外縁部の緑

として位置づけます。

【水の環境軸】

　矢作川、油ヶ淵、蜆川、新

川、堀川などの河川及び衣浦

港を水の環境軸として位置づ

けます。
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　基本理念に基づき、新しいまちづくりを実現するために、つぎの『施策の大綱』を定め、事業を展開します。

施策の大綱

基本理念

結びあうまちへ

結

育むまちへ

育

活かすまちへ

活

創造を楽しむまちへ

創

安心・安全なまちへ

安

開かれたまちへ

開

広がりのあるまちへ

広

施策の大綱
（分野別方針）

手と手を取り合う
結びあいのまちづくり

市民生活・環境分野

住み続けたい
快適なまちづくり

都市基盤・産業振興分野

健やかに育み
支えあうまちづくり

医療保健・福祉分野

人を育み活かす
創造のまちづくり

教育文化分野

信頼される
開かれたまちづくり

行財政分野

碧南市民憲章

基本計画

重点的な取組
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清らかな水と
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２

海への可能性３



新たなまちづくりに向けた重点的な取組
■�　第5次碧南市総合計画の計画期間において、次の3つの重点的な取組を設定し、まちづくりを推進する

こととしました。

１　協働へのスタート
■�これまでは、町内会を中心とした住民団体の協力のもと行政運営を進めてきましたが、地域に関わる

課題も多様化・複雑化して、市民生活の基盤となる地域コミュニティの姿にも変化が見られるように

なりました。

■�これからは、市民（地域住民、地区、町内会など）、団体（ボランティア、NPO法人など）、企業な

どの様々な団体・個人との連携や、地域コミュニティのあるべき姿などを見直し、適切な役割分担を

行い、その役割を果たすことができる新たな仕組みの構築を目指します。

■�将来像である「ひとのわで　楽しさつくる　みなとまち　へきなん」の実現に向け、市民との協働に

よる新たなまちづくり、へきなん型協働のまちづくり体制を構築し推進していきます。

■�三河地域と知多地域を結ぶ名浜道路などの広域的交通アクセスのネットワーク

拠点整備については、本市だけではなく他市町とともに、広域連携を図りなが

らさらに推進します。

■�海は安らぎの場であり、憩いの場としての機能を持っています。海を身近に感

じることのできる空間をさらに活かし、既存の施設との連携も含め、賑わいの

場を創出するため、積極的に事業展開します。

３　海への可能性
■�衣浦港内に整備中の衣浦ポートアイランドは、平成3年8月の衣浦港港湾計画で

位置づけられ、平成4年度から第1期工事分（1～3工区）、約47haが着手され、

現在、そのうちの３工区については完了を迎えようとしています。

■�衣浦ポートアイランドの上部利用を、本市の発展の大きな核として位置づけ、

有効な利用形態により、新たな産業基盤・土地利用が生み出せるよう県を始め

とする関係機関に積極的に働きかけます。

２　清らかな水と豊かな緑
■�地球規模での環境悪化や価値観の多様化により、市民生活に変化が生じており、住環境も含めた都市

環境や自然環境、景観の保全と創出に対する市民意識も高まってきています。

■�“住みやすい場”だけではなく、豊かな感性を育むことなどにより、生きがいや楽しみを創出するこ

とができる“暮らしを創る場”を目指します。

■�市民（地域住民、地区、町内会など）、団体（ボランティア、NPO法人など）、企業、行政などが、

貴重な財産である水、緑、景色などを地球温暖化や生物多様性などの環境問題も含め、ともに考え、

守り、育みあうまちづくりを進めます。

■�先人が親しみ、育んできたこの恵まれた自然環境や、今まで築いてきた財産を保全、整備、再生、連

携することにより、今後、さらに美しい郷土へきなんを創造し、次代へ継承します。

協働の仕組みづくり

行　政

各種団体

企　業

多様な主体の参画

町内会

ボランティア

NPO法人

協働のまちづくりの推進
「ひと」づくり 「まち」づくり

「協働の仕組みづくり」概念図

「衣浦港」から碧南市を望む

町内会

清らかな「水」
豊かな「緑」

ともに考え、守り、育みあう

美しい郷土の創造と次代への継承

企　業

NPO法人各種団体

ボランティア行　政

「清らかな水と豊かな緑」概念図基
本
構
想

基
本
構
想
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第１章　手と手を取り合う結びあいのまちづくり
新たな市民協働のまちづくり１

①市民協働の仕組みづくり
●市民協働のまちづくり啓発事業
●市民協働モデル事業
●へきなん協働指針策定事業

②NPO法人の設立及びボランティア活動の支援
●NPO法人設立支援事業　●NPO法人活動支援事業
●�社会福祉協議会、ボランティアサポートプラザ運営事業
●�活動団体登録及びPR事業
●�ボランティア団体活動支援事業

③事業者のまちづくりへの参加促進
●社会貢献活動参加促進事業　　
●企業市民（事業者）協働モデル事業
●優良事業者PR事業

④市職員の社会貢献、地域活動の促進
●市職員社会貢献活動指針策定事業
●地域活動・社会貢献活動推進事業

⑤男女共同参画社会の推進
●男女共同参画社会実現に向けた推進事業

▪市民協働の推進（市民協働の仕組みづくり／ボランティア／NPO法人／男女共同参画／地域活動）

▪地域コミュニティの活性化（町内会／地域コミュニティ／まちづくり団体／多文化共生／都市間交流）
①町内会制度・連絡委員制度の活性化
●町内会加入促進支援事業　●コミュニティ助成事業
●地域振興事業補助事業　●区民館運営・整備補助事業
●連絡委員会・連絡委員幹事会運営事業

②地域コミュニティと市民活動団体などの連携
●まちづくり事業補助事業
●町内会・NPO連携促進事業
●まちづくり委員会支援事業

③地域の個性を生かしたイベントづくりの推進
●地域イベント開催事業
●地域コミュニティ支援事業

④多文化共生の推進と国際化への対応
●多文化共生推進計画策定及び推進事業
●在住外国人への情報提供
●交流ボランティア育成事業

⑤住民主体による都市間交流の推進
●姉妹都市交流事業（海外）　●友好都市交流事業（国内）
●碧南市友好親善協会の独立（法人化）

●　�市民一人ひとりのごみ出しルールの周知徹底を図るとともに、適正な受益者負担の検討や適切なごみ収集方
式の検討・導入を図ります。

●　�高齢社会に対応したバリアフリー化や市民ニーズに配慮した多様なタイプの市営住宅の整備、市民の住宅取
得や環境に配慮した住まいづくりへの支援などを、さらに積極的に推進します。

●　�安定的な水道水の供給や公共下水道への接続を推進することにより、安全な生活環境の保全・整備に努めます。
●　�まちの緑と水辺や大切な景色を守り育むため、適正な管理や保全、美化活動への市民参加の拡充、潤いのあ
る都市環境の形成や水と緑のネットワーク化を推進します。

①多様な市営住宅の整備
●市営宮下住宅建替事業　●市営住宅整備・改修事業
●住宅関連計画見直し事業

②環境や人に配慮した住宅供給の促進
●環境共生住宅促進事業　
●住宅整備総合窓口設置事業

▪優良な住宅の整備と供給（市営住宅／一般住宅／居住支援）

③社会的弱者に対する居住の支援
●市営住宅整備・改修事業　●住宅関連計画見直し事業

▪水質向上に向けた下水道事業の推進（下水道／汚水施設）
①公共下水道汚水施設整備の推進
●汚水幹線整備事業　●面整備事業

②公共下水道汚水施設の適切な維持管理
●汚水管渠及び汚水ポンプ施設維持管理事業

③公共下水道への接続促進
●公共下水道PR事業　●公共下水道接続促進支援事業

▪ごみの減量化と3Rの推進（ごみ／3R〔リデュース・リユース・リサイクル〕）
①ごみ処理体制の再構築とごみ減量の推進
●ごみ出しルール周知徹底
●生ごみ・剪定枝水切り推奨事業
●指定ごみ袋の種類、配布枚数、費用負担などの検討
●資源ごみ分別種類の検討・見直し
●生ごみ資源化の推進事業　●ごみ処理広域化推進事業
●企業・組織等による回収推進事業

②発生抑制（リデュース）の推進
●事業系ごみ減量化・資源化事業
●レジ袋無料配布中止の推進事業
●コンポスト容器・ごみ処理機購入推進事業

③再使用（リユース）の推進
●リサイクルプラザ活用、周知
●リサイクル品の利活用推進事業

④再生利用（リサイクル）の推進
●ごみ回収ボランティアの育成・支援事業
●集団回収報奨金制度事業

▪安定した水道水の供給（水道施設／水道事業）
①水道施設の整備
●幹線配水管布設替事業　●配水池改修事業
●老朽配水管・小口径配水管布設替計画の策定及び布設
　替事業

②水道事業の安定した運営
●漏水調査計画策定及び漏水箇所整備事業
●承認基本水量見直し事業

③震災など災害対策の推進
●幹線配水管震災対策事業　
●配水ブロック化計画推進事業
●配水コントロールシステム導入事業
●応急給水拠点（緊急貯水槽）整備事業

▪環境衛生管理の推進（浄化槽／し尿／墓園）
①浄化槽設置の推進
●合併処理浄化槽設置者補助金交付事業
●高度処理型浄化槽設置推進事業

②し尿処理の適正化
●下水道終末処理場利用促進事業

③市営墓園の整備
●市営墓園整備事業

快適な生活を営めるまちづくり３

【市民生活・環境分野】

①温室効果ガス排出量の削減
●碧南市役所環境保全率先行動計画推進事業
●市域における温室効果ガス排出量算定事業
●�市域における温室効果ガス排出量削減目標設定及び削減計
画策定事業

②市民や事業者と協働した活動推進
●市民団体及び事業者との協働事業

③環境にやさしいライフスタイルの推進
●環境学習事業　　●環境講座等開設事業
●碧南市環境基本計画推進大会事業

④環境美化意識の向上と活動の推進
●クリンピーときれいな街づくり事業　
●不法投棄等収集事業　●市民美化活動推進事業

▪環境にやさしいまちづくり（温暖化対策／環境活動／美化活動）

①公害発生の未然防止
●公害監視事業　
●事業所ばい煙及び排水調査事業
●苦情発生状況データベース化事業

②環境情報の適切な提供
●環境の状況に関する報告書発行事業
●環境講座等開設事業
●環境調査データのデータベース化事業

③生活排水対策の推進
●油ヶ淵水質浄化促進協議会事業
●三河湾浄化推進協議会事業
●公共下水道整備推進事業　●浄化槽設置推進事業

▪環境保全と公害の防止（公害／環境情報／生活排水）

環境に配慮したまちづくり２

●　�持続可能な循環型社会の構築に向けた全市的な活動を展開するために、行政と活動を共にする各種活動団体
の拡充と支援に努め、環境教育を一層推進します。

●　�市域全体の温室効果ガス排出量の削減や省エネルギーに努め、経済と環境が調和した社会づくりを推進します。
●　�既存のエネルギーばかりでなく、太陽光など自然に優しい各種エネルギーの活用を検討します。

①自然エネルギー資源の活用推進
●�公共施設への太陽光発電設備及び雨水利活用システム
の導入事業

②新たなエネルギー資源の活用支援
●自然エネルギー導入啓発事業
●新エネルギーシステム導入促進事業

▪新たなエネルギー資源の活用（自然エネルギー／新エネルギー）

●�　町内会・市民・ボランティア・NPO法人などの役割分担を明確にして、さらに連携・協力を進めます。
●�　ボランティアやNPO法人などへの支援や育成をさらに推進し、新たな地域の担い手の創出を図ります。
●�　市民協働に関する指針などを定め、それに基づきこれからの行政運営を展開します。
●　�男女共同参画社会の実現に向けた啓発活動や教育・学習機会の提供に努め、仕事と生活の調和を目指した社
会づくりを推進します。

基
本
計
画
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第２章　住み続けたい快適なまちづくり

①公共施設の耐震化の推進
●公共施設耐震化事業　●ポンプ場耐震事業

②民間建築物の耐震化の促進
●木造住宅無料耐震診断事業　●住宅耐震化促進事業

▪防災対策の推進（防災／耐震化／災害予防）

③市街地の安全性確保
●狭あい道路要綱策定事業　●狭あい道路解消事業
●空家撤去補助制度事業　
●応急危険度判定組織強化事業
●内水（浸水）ハザードマップ整備事業

④災害予防の意識向上
●災害予防啓発事業　
●高齢者等防災対策事業
●自主防災活動支援事業

▪消防・救急体制の充実（消防／救急／消防団）
①消防力・救急力の強化
●広域連合活動支援事業
●消防救急無線デジタル化推進事業
●救急隊員増員及び資質向上事業

②消防団活動の推進
●消防団員確保事業　●消防予備隊支援事業
●消防団員資質向上事業
●消防団協力事業所表示制度事業　●防災訓練事業

▪防犯体制の強化（防犯意識／防犯施設）
①防犯意識の高揚
●防犯知識向上事業　
●広報啓発事業
●街頭犯罪発生情報、不審者情報の発信事業

②地域の防犯力の向上
●自主防犯団体設立及び支援事業
●防犯ボランティア活動事業
●防犯関係資材提供事業

③防犯施設の整備
●防犯灯設置促進事業

▪交通安全の推進（交通安全対策／交通安全施設）
①交通安全対策の充実
●小学生や園児に対する交通安全指導事業
●高齢者に対する交通安全指導事業
●安全な通学路設定事業　●免許証自主返納促進事業

②交通安全施設の整備
●交通危険箇所解消事業　
●通学路交通安全施設整備事業

●　�災害に強いまちの構築に向け、上下水道施設・学校施設などの耐震化、道路・河川・橋梁の改修などのイン
フラ整備を積極的に推進します。

●　�市民と地域が一体となった防災体制を構築し、BCP（事業継続計画）に基づく取組を推進します。
●　�衣浦東部広域連合が担う広域消防（常備消防）との連携や市内各地域の実情に合わせた消防・救急体制の確
立に努め、自主防災活動の活性化や消防団（非常備消防）活動を促進します。

●　�各地区の自主防犯活動への支援や交通安全市民運動を推進するとともに、防犯灯や交通安全施設の整備、防
犯教育や交通安全教育の充実などに努め、事件や事故を未然に防ぐ意識の高いまちづくりを推進します。

安全で災害に強いまちづくり４

【都市基盤・産業振興分野】

①快適な住環境のための規制・誘導
●まちなか居住地区整備事業　●用途地域見直し事業
●地区計画推進事業

②既成市街地における市街地整備
●狭あい道路拡幅事業　●広場公園整備事業
●集約型市街地整備事業　●密集市街地整備事業

▪有効な土地利用の誘導と計画的な市街地の整備（土地利用／市街地整備／土地区画整理／地区計画）

③土地区画整理事業の支援と推進
●碧南下山第二土地区画整理事業　
●碧南伊勢土地区画整理事業
●新規土地区画整理準備援助事業

④豊かな自然環境の保全と緑化の推進
●緑地保全事業　●公共施設緑化推進事業
●民有地緑化推進事業

▪国道・県道等幹線道路の整備（地域高規格道路／幹線道路／都市計画道路）
①地域高規格道路の事業促進
●名浜道路整備促進事業　
●衣浦豊田道路整備促進事業

②主要幹線道路の整備促進
●（都）衣浦岡崎線4車線化整備促進事業
●（都）衣浦豊田線4車線化整備促進事業

③都市幹線道路の整備促進
●（都）西尾新川港線整備促進事業
●（都）名古屋碧南線整備促進事業
●（都）吉浜棚尾線整備促進事業　
●（都）西端線整備促進事業
●（都）国道247号線整備促進事業

④地区幹線道路の整備促進
●（都）碧南駅前線整備促進事業
●（都）新川町駅前線整備事業
●市道長田橋柿池線整備事業

⑤補助幹線道路の整備推進
●主要地方道西尾知多線整備促進事業　　
●市道権現線整備事業　●市道藪下東山線整備事業　　
●市道大久手吹上洲先線整備事業
●（都）大道平七線整備事業　●（都）神有線整備事業

⑥その他の幹線道路の整備促進
●矢作川堤防リフレッシュ道路整備事業

●　�国県道の整備促進に向け関係機関に積極的に働きかけるとともに、近隣市町とのアクセスの向上に努め、都
市間交通を含め広域交通ネットワークの進展を促進します。

●　�利用者の安全の確保に向け生活道路の計画的な整備を進めるとともに、地域住民とのパートナーシップによ
る道路管理手法の導入を推進します。

●　�浸水被害の低減に向けた整備計画の推進と適切な施設整備を図り、併せて、市民の水害に対する意識の向上
に努めます。

●　�臨海工業地帯を、今後も広域的な拠点として高度化を図るとともに、衣浦ポートアイランドの新たな整備・
利用に向けた取組を促進します。

●　�高齢者などへの情報提供を容易にし、情報格差の解消に努めることにより、さらなる市民生活の利便性の向
上や、防犯・防災活動などの地域社会への活用に努めます。

質の高い都市基盤のまちづくり１

①地域づくりを促す主要な区画道路の整備
●主要区画道路整備事業

②安全な生活道路の整備
●生活道路改良整備事業　　●狭あい道路拡幅整備事業
●道路維持補修事業　　●修繕計画の策定及び推進事業
●碧の道里親プロジェクト推進事業

▪市道・一般道等生活道路の整備（生活道路／橋梁／景観道路）

③安全で災害に強い橋梁の整備
●橋梁耐震化事業
●橋梁長寿命化修繕計画の策定及び推進事業
●曳舟橋改築事業　　●長田橋改築事業

④歴史・文化を活かした景観道路の整備
●景観道路整備事業　　
●歴史・文化活用道路整備事業

▪河川・下水道雨水整備と治水の推進（河川／浸水対策／雨水対策）
①災害に強い河川づくりの推進
●一・二級河川整備促進事業　
●準用河川改修推進事業

②浸水防除対策と下水道雨水整備の推進
●浸水防除対策事業　●下水道雨水整備事業
●各戸雨水貯留施設設置推進事業　●浸透施設整備事業

③環境に配慮した河川づくりの推進
●準用河川環境整備事業　●矢作川河川敷有効利用事業
●油ヶ淵清流ルネッサンスⅡ促進事業

▪港湾機能の強化と憩いの空間づくり（衣浦港／みなとまつり）
①衣浦港の整備促進
●港湾関連団体活動支援事業　●港湾計画策定促進事業
●みなと賑わいづくり事業

②親しみ楽しめる空間づくり
●衣浦ポートルネッサンス21事業　
●衣浦みなとまつり事業　●みなと賑わいづくり事業

▪次代につなぐ景色づくり（景観／景観形成／景色づくり）
①基本的な方針づくり
●景観計画策定事業　●屋外広告物条例策定事業

②市民意識の高揚
●景色の共有化活動推進事業　●景色づくり啓発事業

③碧南らしい景色づくり
●景色づくり活動助成事業　
●景色づくりアドバイザー事業
●景観重要建造物・景観重要樹木指定事業
●景観重要公共施設整備事業

①緑の拠点と身近な公園・緑地の創造
●県営油ヶ淵水辺公園（広域公園）整備事業
●総合運動公園整備事業　●都市公園整備事業
●広場公園整備事業　●港湾緑地再整備事業
●緑化重点地区整備事業　●保全配慮地区整備事業
●公園施設長寿命化対策事業　
●都市公園安全・安心対策事業

②水と緑のネットワーク化
●緑道等整備事業　
●道路緑化事業
●緑のマップ整備事業

③協働による緑のまちづくり
●公共施設緑化事業　●民有地緑化事業
●公園緑地環境美化事業

▪緑豊かなまちづくり（緑のまちづくり／公園／緑地）
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▪衣浦ポートアイランド活用の推進（衣浦ポートアイランド）
①第1期工事区域の土地利用計画の策定 ②第2期計画区域の事業化の促進

▪公共交通機関の利便性の向上（くるくるバス／名古屋鉄道三河線／ふれんどバス）
①くるくるバス・ふれんどバスの充実と利便性向上
●くるくるバス運営事業　●ふれんどバス運行支援事業

②名古屋鉄道三河線の利用促進
●利用促進事業

③駅前広場及び周辺道路の整備
●駅周辺環境整備事業

▪身近な通信・情報化の推進（ICT環境／ケーブルテレビ／コミュニティFM）
①ICT環境の整備推進
●電子申請・届出システム利用促進事業
●地上デジタル放送移行支援事業

②ケーブルテレビ・コミュニティFMの活用促進
●ケーブルテレビ普及・啓発事業
●コミュニティエフエム普及・啓発事業

バランスのとれた産業振興のまちづくり２

●　�新たな工業基盤の整備拡充に努め、併せて窯業・鋳物業・醸造業など伝統的地場産業、中小企業の支援や新
産業の育成を促進します。

●　�農業や漁業の振興に向け、施設の計画的な更新を進めるとともに、農作物や水産物の安全性の確保やブラン
ド化による高付加価値化に努めます。

●　�名鉄三河線駅周辺に、駅を中心とした居住環境の整備を行うとともに、身近な商業機能の集積を図ります。
●　�地域に密着する商店街を支援し、経営の近代化や合理化を促進し、各商店街による地域の特性を活かした魅
力ある商店街づくりへの取組を支援します。

●�　産業、芸術・文化、イベントなどを広域的に結びつけることによって、新たな観光需要の創出に努めます。

①農業基盤の整備
●農業用施設更新事業（国営・県営事業等）
●幹線用水路暗渠化事業（県営事業）
●基幹水利施設管理技術者育成支援事業
●農地情報図（GIS）の整備・活用事業

②農業経営近代化の促進
●経営近代化事業（制度資金の利活用事業）
●園芸産地活性化推進事業　
●生産組織、農業団体活動支援事業　
●農業後継者育成事業

▪信頼される農業の推進（農業基盤／農業経営／ブランド対策）

③流通、産地・ブランド対策
●新作物産地化（特産化）事業　
●GAP手法導入推進事業

④消費者との連携
●碧南市食育推進計画推進事業　　
●あおいパーク拡充事業

▪水産業の振興（漁業経営／海面漁業／内水面漁業）
①漁業近代化の推進
●営漁事業推進支援事業　●漁業近代化利子補給事業
●水産物ブランド化推進事業

②担い手の育成
●漁業後継者育成事業　●漁業協同組合女性部支援事業
●漁業就労体験支援事業

③内水面漁場の環境の向上
●内水面漁場清掃事業

▪工業・地場産業の振興（工業／中小企業／地場産業）
①工業用地の確保
●工業用地取得・整備事業
●衣浦ポートアイランド土地利用計画策定促進事業
●企業誘致事業

②中小企業の振興
●商工業振興資金預託事業
●中小企業振興対策支援事業

③地場産業の育成
●地場産品販売支援事業　
●地場産業情報化推進支援事業
●新築住宅建設等促進事業

▪地域商業の振興（地域商業／商業団体支援）
①地域商業との連携
●商店・商店街活性化支援事業
●商店街花かざり運動事業
●農・商・工連携促進事業
●特定規模小売店舗地域貢献等事業

②地域商業団体への支援
●商店街共同事業・施設支援事業
●がんばる商店応援事業

▪魅力ある観光地づくりの展開（観光基盤／受け入れ体制）
①観光振興基盤の整備
●観光地・観光資源調査・活用事業
●観光企画商品開発事業（体験型観光ほか）
●観光関連情報発信事業

②受け入れ体制の整備
●観光案内標識整備事業　
●ボランティアガイド育成事業
●モデル観光ルート設定事業

●　�診療所や民間病院などの地域医療体制の充実を図り、市民病院や保健センターとの連携など、適切なサポー
ト体制の構築に努め、市民の健康を守るまちづくりを推進します。

●　�多様化する福祉・医療・保健などへの対策に対応するため、市民、地域、団体、事業者との役割分担や連携
により、各制度・機関が効果的に機能するように努めます。

●�　市民のライフサイクルに合わせた健康づくりの支援に取り組み、さらに市民の健康管理意識の醸成を図ります。
●　�国民健康保険事業や介護保険事業の健全な運営、高齢者の健康確保に向けた相談機能の充実や体制の整備に
よる医療保険制度の安定化を推進します。

①健康管理体制の整備
●保健センター整備事業
●特定健診・後期高齢者健診・がん検診事業
●健康かるて導入推進事業

②予防対策の充実
●生活習慣病予防対策事業　●がん対策事業
●歯科保健推進事業　
●感染症予防対策事業

▪健康を守る体制の充実（健康管理体制／予防対策／健康づくり）

③こころの健康づくりの推進
●うつ予防・自殺予防事業　
●傾聴ボランティア養成事業

④地域における健康づくりの推進
●健康推進員・食生活改善推進員活動支援事業
●介護予防サポーターの育成・支援事業
●健康づくり体操クラブ連絡会支援事業

▪質の高い医療の提供（地域医療／救急医療／市民病院）
①地域医療連携の推進
●医療機能の分担と連携の強化
●症例検討会、講習会等開催事業
●地域予防医療（人間ドック等）統合事業

②救急医療・災害対策医療体制の充実
●夜間・休日診療体制整備事業　
●救急搬送受入れ体制充実事業
●救急・救命知識普及・啓発事業
●医療機関等連携体制強化事業　
●災害時備蓄医薬品確保事業

③市民病院経営改革の推進
●碧南市民病院改革プラン推進事業
●医師確保・看護師確保対策事業
●高度医療機器導入・整備事業

▪国民健康保険事業の健全な運営（国民健康保険／医療費の適正化）
①国民健康保険の健全化
●賦課限度額、税率の見直し　
●収納率向上事業

②医療費の適正化
●レセプト点検事業　
●ジェネリック医薬品の周知事業

③保健事業の推進
●特定健診・特定保健指導事業　
●生活習慣病予防健診助成等事業

質の高い保健・医療活動を展開するまちづくり１

▪高齢者医療保険制度の円滑な推進（高齢者医療保険）
①医療保険制度の周知と相談の充実
●制度周知事業　
●愛知県後期高齢者医療広域連合連携事業
●健康診査事業

②保険料収納率の向上
●収納率向上事業

第３章　健やかに育み支えあうまちづくり
【医療保健・福祉分野】
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▪子育て支援環境の充実（子育て支援／乳幼児医療／保育園／子どもの居場所づくり）
①子育て支援体制の整備と充実
●育児相談事業　●子育て情報発信（育児ナビ）事業
●家庭教育・子育て支援講座事業
●子育て支援関係機関連携事業

②健やかに育てる保健・医療の提供
●乳幼児健康診査・予防接種事業　
●元気っ子医療制度事業　
●発達障害支援事業

③信頼される保育の提供
●保育施設整備促進事業　
●保育士能力向上事業

④地域ぐるみの子育て支援
●ファミリーサポートセンター事業
●育児ボランティア育成事業　
●世代間交流・異年齢交流事業　●外国人育児相談事業

⑤子どもの居場所づくり
●児童クラブ事業（放課後児童健全育成事業）
●放課後子ども教室事業　
●年長児童の居場所づくり事業

①地域での支えあい活動の推進
●見守り活動事業　
●要援護者の社会参加促進事業
●家庭・近所・地域での防災対策推進事業
●園児・小中学生・高校生との交流事業

②地域福祉を担う団体や人材などの育成
●ボランティア育成支援事業　
●地域福祉関連団体支援事業
●社会福祉協議会基盤強化支援事業

▪参加と支えあう地域福祉の推進（地域での支え合い／地域福祉拠点）

③地域福祉の拠点整備
●仮称碧南市福祉センター整備事業
●市民活動（ボランティア）支援事業　
●福祉総合相談事業

▪元気に暮らす高齢者の支援（介護予防／生きがいづくり／高齢者施設／高齢者支援）
①介護予防の推進
●�碧南市高齢者ほっとプラン（第5期、第6期）策定及
び推進事業
●認知症早期発見事業（相談事業）
●�介護予防（脳血管疾患・認知症予防）普及啓発事業
●高齢者うつ予防事業

②高齢者の生きがいづくり
●老人クラブ活動支援事業　
●老人憩の家運営事業
●まちかどいきいきサロン事業
●�高齢者能力活用推進事業（シルバー人材センター）

③快適な日常生活のための支援
●高齢者日常生活支援事業　
●高齢者入浴サービス事業
●貯筋ルーム整備事業

④高齢者対応施設の整備
●生活支援ハウス運営事業　
●養護老人ホーム等整備事業

⑤高齢者への支援
●ねたきり高齢者等実態調査事業　
●認知症サポーター養成事業
●成年後見制度利用支援事業
●家族介護者に対する支援事業

思いやりあふれる福祉のまちづくり２

●　�保健センターや介護保険事業などとの連携により、健康寿命を延ばす対策の拡充に努めるとともに、高齢者
福祉施設の整備を進めることにより、安心して生活できる環境の形成に努めます。

●　�「団塊の世代」への社会参加を促すことにより、地域の中で生きがいをもって生活できる環境づくりを推進し
ます。

●　�次代を担うこどもたちが生まれ育みやすい環境を整備するため、全市的な支援体制づくりと併せ、保育環境
の整備、子育て支援機能、相談窓口などの充実を図ります。

●　�障害者が地域の中で生活できる環境の整備や支援に努め、また、経済的困窮者が能力に応じた自立が可能と
なるよう支援します。

●　�市民の人権意識の啓発に努めるとともに、人権擁護に向けた迅速な対応ができる体制の整備を推進します。
●　�消費者の安心と安全を確保するために的確な情報の提供を図るとともに、消費生活相談の充実と拡充に努め
ます。

①就労支援や経済的支援の充実
●就業相談員相談事業　
●自立支援プログラム策定事業
●民間住宅入居者支援事業

②相談体制の充実
●ファミリーサポートセンター事業　
●母子自立支援員相談事業
●養育支援家庭訪問事業

▪ひとり親家庭支援の充実（就労支援／相談体制）

①障害福祉サービスの提供体制の充実とサービス基盤の整備
●障害福祉サービス事業　●地域生活支援事業
●グループホーム整備事業　●ケアホーム整備事業

②相談支援体制と就労支援体制の充実・強化
●専門的相談支援事業　●就労相談事業
●地域自立支援協議会推進事業

▪障害者（児）福祉の充実（障害福祉サービス／就労支援）

▪低所得者への支援の充実（相談・支援体制／生活保護）
①相談・支援体制の充実
●自立支援相談事業

②適正な保護
●生活保護事業

▪勤労者福祉の向上（雇用促進／労働環境整備／ものづくりセンター）
①雇用の推進に向けた事業の充実
●雇用推進対策事業
　（�新入社員研修事業、永年勤続並びに模範従業員表彰
事業、就職関係者懇談会事業、企業ガイドブック発
刊事業、合同企業説明会事業、ヤングジョブキャラ
バン開催事業）

②労働環境の整備と勤労者福祉の充実
●企業健康診断支援事業
●中小企業退職金制度普及対策事業
●労働金庫融資事業　
●労働安全衛生推進対策支援事業
●労働関係団体支援事業

③ものづくりセンターの充実
●ものづくりセンター事業
　（情報発信事業、自主事業、市民交流事業）
●ものづくりセンター施設環境整備事業

▪消費者意識の向上（消費者意識の啓発／消費生活相談）
①消費者教育・啓発活動の推進
●消費生活講座開催事業　●消費者団体育成事業
●消費者団体と生産者・販売者との交流事業　
●物価調査事業

②消費生活相談体制の強化
●消費生活相談事業　
●多重債務相談窓口開設事業

▪人権を守る環境づくり（人権意識の啓発／人権相談）
①人権意識の啓発
●人権意識啓発事業　
●情報ネットワーク構築事業

②人権相談の充実
●人権相談充実事業

▪国民年金制度の適正な運用（国民年金制度）
①制度の周知と窓口対応の向上
●国民年金制度周知事業
　（年金制度パンフレット作成事業、年金相談事業）
●職員研修事業　
●加入勧奨事業
●保険料納付勧奨事業

③介護サービスの充実
●居宅サービス・施設サービス提供充実事業
●介護サービス事業者への指導・支援事業
●介護サービス提供拠点整備支援事業

④地域介護力の向上
●地域支援事業　　
●地域密着型サービス整備促進事業
●地域包括支援センター増設事業
●介護ボランティア育成支援事業

▪介護保険制度の適正な運営（介護保険／介護サービス／地域介護力）
①相談・支援体制の強化
●相談窓口設置・運営事業　
●介護保険サービス相談員派遣事業
●地域包括支援センター相談・支援体制強化事業

②公平な負担と受益
●介護認定調査・審査会等運営事業　
●介護給付適正化事業
●介護保険料賦課徴収方法検討事業
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●　�愛情豊かに自立心を育て、心身の調和のとれた成長を促すための家庭での取組を支援します。
●　�地域の中でともに子どもたちを育てるという考えのもと、青少年健全育成活動などの充実に努めます。
●　�次代を担う子どもたちが確かな学力を身につけ、豊かな人間性と健康な体の育成が図れるような教育を推進
します。

●　�地域の特色を活かし、それぞれの年代に応じた生涯学習環境の提供やスポーツの振興、次世代を育む人材の
確保に努めます。

●　�社会教育リーダーやHEXPO�STAFFなど、青年活動や青少年団体・グループへの支援やリーダーの育成に努め
ます。

●　�教育やスポーツの活動や発表の場となる施設の適切な運営と整備を行います。

①幼児教育・保育内容の充実
●幼稚園教育振興計画の策定及び推進事業
●教育課程編成・就学前カリキュラム作成事業
●地域とふれあう直接体験拡充事業
●幼・保・小連携事業

②子育て支援機能の充実
●幼児教育・子育て情報提供事業
●子育て講座、子育て相談、子育て世代交流事業
●預かり保育推進事業　
●異年齢・異世代ふれあい交流推進事業

▪信頼と安心のある幼児教育の推進（幼児教育／幼稚園）

③幼児教育体制の整備
●幼稚園施設・設備整備推進事業　
●幼児教育環境整備事業
●教員資質向上事業

▪生きる力を育む義務教育の充実（学校教育／学校施設／こどもの健康づくり）
①教育内容や環境の充実
●教育振興基本計画の策定　　●生徒指導対応充実事業
●学校生活支援（スクールアシスタント）事業
●生き方発見チャレンジ活動（職場体験学習）事業
●学校図書館活動推進事業
●総合教育センター整備事業

②家庭・地域・学校の連携強化
●スクールカウンセラー活用事業　
●心の教室相談事業
●魅力ある学校づくり事業

③こどもの健康づくりの推進
●体力づくり・食育等健康教育推進事業
●学校給食地産地消拡充事業

④学校施設の整備・充実
●学校施設耐震化事業　●ICT化対応事業
●教育関連施設連携事業

▪生涯を通じて学び続ける学習環境の充実（生涯学習／生涯学習施設〔文化会館、公民館等〕）
①生涯学習推進体制の強化
●生涯学習推進計画の改定及び推進事業
●生涯学習コーディネーター発掘・育成事業
●生涯学習情報一元化事業

②学習機会の拡充
●文化教室・高齢者教室開催事業
●文化祭、公民館まつり等開催事業
●学校施設での公開講座（学社融合）の開催

③生涯学習施設の整備
●文化会館施設整備事業　●公民館施設整備事業
●市民プラザ施設整備事業

▪多くの市民が参加するスポーツの振興（スポーツ振興／スポーツ施設）
①スポーツ振興体制の強化
●スポーツ振興計画の見直し及び推進事業
●指導者育成事業　●スポーツ団体育成事業

②スポーツ機会の拡充
●総合型地域スポーツクラブ育成事業
●スポーツ教室拡充事業　●ニュースポーツ推進事業

③スポーツ施設の整備と利活用
●スポーツ施設・学校体育施設利用適正化事業
●企業・商業等スポーツ施設活用促進事業
●臨海体育館等スポーツ施設改修・整備事業
●総合運動公園整備事業

▪青少年の健全育成環境の充実（青少年健全育成／青少年リーダー）
①健全な社会環境づくりの推進
●親子ふれあい活動推進事業　　●声かけ運動推進事業
●セーフティーネット社会推進事業
●家庭・地域の教育力向上事業　
●地域ネットワーク構築事業

②青少年育成環境の充実
●青少年健全育成活動推進事業
●青少年健全育成指導者育成事業
●青少年ボランティア地域活動事業

③青少年リーダーの育成
●社会教育リーダー等育成事業　
●HEXPO�STAFF育成事業　●異団体交流促進事業

地域文化を守りみんなが誇れるまちづくり２

●　�芸術文化ホール、哲学たいけん村無我苑、藤井達吉現代美術館を始めとした、全国的にも誇れる芸術文化な
どの財産・施設の連携・見直しをすることにより、より多くの効果と付加価値を生み出すことに努めます。

●　�これまで育んできた本市特有の文化を保護・育成・進展し、さらに市内各地の特色のある伝統・風習などを
伝承していくために、後継者の育成・支援に努めます。

●　�技術や技能を指導・普及する指導者の発掘と育成に努めます。
●　�市民の余暇の有効活用や生きがいの創出も含めたボランティアの育成に努めます。

①芸術文化振興体制の強化
●関連施設・団体との連携促進事業
●運営方法の見直し、施設利活用事業

②自主運営事業の充実
●�文化会館、芸術文化ホール、哲学たいけん村無我苑、
藤井達吉現代美術館自主事業

●�哲学たいけん村無我苑・藤井達吉現代美術館における
調査・研究事業

▪芸術文化の振興（芸術文化振興／文化会館／無我苑／芸術文化ホール／美術館）

③芸術文化団体活動と教育普及の充実
●文化協会、市民団体等への支援と連携強化事業
●市民団体等指導者の育成事業　　
●小中学校連携、教育普及事業

④広報・情報発信の強化と施設等の整備
●積極的なPRの展開、広報拡充事業
●市内外の関連施設との連携促進事業
●老朽化施設の計画的改修・整備事業

▪文化財の保護と活用（文化財／市史史料／民俗資料）
①文化財の調査と保護
●文化財保護審議会運営事業　
●文化財調査事業
●指定文化財保存事業　
●施設維持管理事業

②市史史料・民俗資料の整理と活用
●市史史料調査事業　　
●市史史料及び民俗資料保管施設整備事業
●文化財保存施設整備事業　
●公文書館整備事業

③啓発事業の推進
●歴史系企画展開催事業　●新たな市史編さん事業

▪活用される学術資源の充実（図書館／水族館／科学館）
①利用者に応じたサービスの提供
●図書館サービス計画推進事業
●子ども読書活動推進計画推進事業
●地域企業との交流事業　
●ボランティア団体育成事業

②図書館機能の充実
●データベース等情報源整備事業　
●郷土資料収集・電子化事業
●学校図書館との連携促進事業
●本館・分館・公民館図書室の体制整備事業

③博物館活動と自然保護活動の充実
●教育活動推進事業
●野生生物保護及び種の保存活動の推進
●繁殖施設整備事業

④施設の整備
●図書館施設整備改修事業　　
●水族館リニューアル計画策定事業
●屋内展示（常設展示）改修事業

市民協働型行政のまちづくり１

●　�行政との協働意識に関する市民の理解を深め、併せて、市民に信頼される適切な市民サービスの提供と柔軟
な行政運営を推進することにより、市民満足度の向上を図ります。

●　�ホームページの充実などにより市民に積極的に情報を開示し、開かれた行政を実現するとともに、市民の意
見を積極的に取り入れることにより、双方向型の情報交流の拡充に努めます。

●　�多様化する行政需要に素早く対応していくため、柔軟な組織運営を図るとともに、利便性の高い電子自治体
の実現や、経営的視点をもった職員の育成を図ります。

●　�広域行政を推進し、また、新たな広域連携の形態を検討することにより、効率的・効果的な行政運営を目指
します。

第４章　人を育み活かす創造のまちづくり
人を育み活かすまちづくり１

【教育文化分野】

第５章　信頼される開かれたまちづくり
【行財政分野】
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①計画行政の推進
●総合計画、各個別計画進行管理・目標管理事業
●行政評価制度

②行政改革の推進
●行財政経営計画策定事業　●組織機構改革事業
●人材育成計画策定事業　●職員研修事業

③行政情報化の推進
●情報通信基盤整備事業　●情報システム最適化事業
●情報セキュリティ対策強化事業
●情報システムオープン化事業

①一部事務組合・広域連合の推進
●衣浦東部広域連合推進支援事業
●衣浦衛生組合推進支援事業　　
●広域的ごみ処理施設建設事業

②同盟会・協議会との連携強化
●矢作川、油ヶ淵、衣浦港、名浜道路等各推進協議会事業

③広域連携事業の研究・推進
●ケーブルテレビの普及・振興事業
●コミュニティFMの普及・振興事業

④他自治体との新たな連携の推進
●防災を通じた広域連携事業　　
●医療機関を通じた広域連携事業
●事務事業連携事業

健全な財政を推進するまちづくり２

● 新び及入収な的定安、し指目を営運政財な全健いくにれさ右左に向動済経、にめたる図を営運政行たし定安 　
たな財源の確保に努めます。

● 。すまめ努に課賦な平公・正適、り図を化強の能機たけ向に化率効の務事税課　 
● 」中集と択選「るす進推を業事に的極積てえ捉を機時、やし直見の業事な急不要不と進推の業事な要必に真 　
という考えのもと、経営的視点を踏まえた行財政経営計画の策定や弾力的で適切な行政運営を推進します。

①弾力的な財政運営の推進
●財政健全化指標分析・公表事業　　
●財務諸表分析・公表事業
●財政調整基金等各基金の運用及び活用事業

②財源の確保
●受益者負担適正化事業　　
●使用料・手数料適正化事業

③経費の節減と財務管理の強化
●補助金見直し事業　　
●公会計による資産評価分析・公表事業
●随意契約等契約事務見直し事業

①課税事務の効率化及び適正・公平な賦課
●申告体制強化事業　●基幹税システム整備事業

②地方税の電子化への対応
●エルタックス推進事業　●国税連携データ活用事業

③固定資産税評価の精度の向上
●固定資産税システム評価業務事業
●航空写真撮影・異動判読業務等委託事業
●固定資産税新評価システム導入事業

④納付機会の拡大と滞納整理の強化
●口座振替促進事業　　
●新たな納付方法の調査・研究事業
●市税滞納対策事業

①市民窓口サービスの向上
●接客サービス・対応力向上事業
●個人情報・プライバシー確保対策事業
●電子自治体構築事業
●住民基本台帳カードの多目的利用普及促進事業
●民間委託の検討

②公共施設サービスの充実
●公共施設の管理運営見直し事業
●指定管理者制度導入推進事業
●公共施設のあり方の検討

③開かれた議会の推進
●議会基本条例制定の検討　●議会情報公開推進事業

③メディアとの連携による情報提供
●メディアとの連携による情報提供事業
●地域デジタル放送等広報事業

①意見収集力の向上
●市政アンケート事業　　
●C・S地区ミーティング開催事業
●市民意見収集事業　●パブリックコメント推進事業

②市政情報発信力の強化
●広報紙発行事業　
●市政情報配信事業
●ホームページ運営事業

画
計
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第１章　手と手を取り合う結びあいのまちづくり
節 施策（大） 指　標 現状値 目標値

第1節
新たな市民協働の
まちづくり

 １ 市民協働の推進

市民協働計画策定 ― 策定 （平成22年度）

NPO法人数 5団体 （平成21年度） 20団体 （平成32年度）

登録ボランティア数 96団体
3,785名 （平成21年度） 150団体

5,000名 （平成32年度）

まちづくり参加事業所数 ― 7事業所 （平成32年度）

市職員社会貢献活動指針策定 ― 策定 （平成23年度）

市協議会、委員会などの女性登用率 20.0％ （平成21年度） 35.0％ （平成32年度）

 ２ 地域コミュニティの
活性化

町内会加入率 78.4％ （平成21年度） 81.0％ （平成32年度）

地域でまちづくりを進める団体数 3団体 （平成21年度） 7団体 （平成32年度）

多様な主体の連携協力による地域づくりイベントなど
の開催回数 2回 （平成21年度） 7回 （平成32年度）

友好親善協会（国際ボランティア）登録者数 78人 （平成21年度） 110人 （平成32年度）

碧南市友好親善協会の独立（法人化） ― 法人化 （平成32年度）

第2節
環境に配慮したま
ちづくり

 １  環境にやさしい
まちづくり

環境学習事業数 年3回 （平成20年度） 年4回 （平成32年度）

クリンピーときれいな街づくり事業参加者数 約10,000人 （平成21年度） 約12,000人 （平成32年度）

 ２ 環境保全と公害の防止
苦情発生状況・環境調査データベース化 ― 整備・活用 （平成25年度）

油ヶ淵COD環境値（75%値） 6.7mg/ℓ （平成20年度） 5mg/ℓ以下 （平成32年度）

 ３ 新たな
エネルギー資源の活用 住宅用太陽光発電施設整備に対する補助の累積件数 156件 （平成21年度） 1,000件 （平成32年度）

第3節
快適な生活を営め
るまちづくり

 １  優良な住宅の
整備と供給

市営住宅のバリアフリー化率 17.0％ （平成21年度） 35.0％ （平成32年度）

長期優良住宅の比率 23.0％ （平成20年度） 50.0％ （平成32年度）

 ２  安定した水道水の供給

配水管の耐震化率 4.3％ （平成20年度） 7.8％ （平成32年度）

県営水道の承認基本水量 30,300m3 （平成20年度） 29,000m3 （平成32年度）

幹線配水管震災対策事業の整備率 19.9% （平成20年度） 100% （平成30年度）

 ３  水質向上に向けた下水
道事業の推進

公共下水道整備率 54.4％ （平成20年度） 77.0％ （平成32年度）

公共下水道水洗化率 76.9％ （平成20年度） 85.0％ （平成32年度）

 ４  ごみの減量化と
3Rの推進

資源を除く家庭系ごみの市民１人一日当たりの排出量 619g/人・日（平成20年度） 413g/人・日（平成32年度）

リサイクル率 16.9％ （平成20年度） 31.0％ （平成32年度）

 ５ 環境衛生管理の推進

合併処理浄化槽整備率 42.3％ （平成20年度） 79.2％ （平成32年度）

衛生センターの改修と供用開始 ― 供用開始 （平成24年度）

市営墓園区画数 1,136区画 （平成20年度） 1,300区画 （平成32年度）

 ６ 緑豊かなまちづくり

「公園」の満足度 66.7％ （平成21年度） 68.0％ （平成32年度）

「緑化」の満足度 70.5％ （平成21年度） 70.0％ （平成32年度）

住民参加の緑化活動が行われている公園数 19ヶ所 （平成19年度） 現状より増加 （平成32年度）

 ７  次代につなぐ
景色づくり

景観計画の策定 ― 策定 （平成25年度）

景観、景色の関心度 66.0％ （平成19年度） 80.0% （平成32年度）

景観重要建造物及び景観重要樹木の指定件数 ― 20件 （平成32年度）

第4節
安全で災害に強い
まちづくり

 １ 防災対策の推進

市有建物の耐震化率 83.0％ （平成19年度） 100％ （平成27年度）

民間住宅耐震化率 77.0％ （平成19年度） 90.0％ （平成27年度）

道路後退用地取得延長 ― 2,400m （平成32年度）

自主防災訓練への市民参加率 9.4％ （平成20年度） 15.0％ （平成27年度）

 ２  消防・救急体制の充実 消防団員の定員の充足率 91.3% （平成21年度） 100% （平成32年度）

 ３ 防犯体制の強化

防犯関係講座など参加者数 64人 （平成21年度） 100人 （平成32年度）

防犯ボランティア活動参加団体数 27団体 （平成21年度） 35団体 （平成32年度）

碧南警察署管内の犯罪（刑法犯）発生件数 1,654件 （平成21年） 1,400件 （平成32年）

 ４ 交通安全の推進
高齢者が関係する交通事故（人身事故）発生件数 65件 （平成21年） 60件 （平成32年）

交通事故（人身事故）発生件数 342件 （平成21年） 300件 （平成32年）

第２章　住み続けたい快適なまちづくり
節 施策（大） 指　標 現状値 目標値

第1節
質の高い都市基盤
のまちづくり

 1  有効な土地利用の
誘導と計画的な 
市街地の整備

地区計画決定箇所数 ― 6ヶ所 （平成32年度）

密集市街地における広場公園などの確保数 4ヶ所 （平成21年度） 7ヶ所 （平成32年度）

碧南伊勢土地区画整理事業整備率 ― 90.0％ （平成32年度）

緑被率 34.4％ （平成19年度） 39.0％ （平成32年度）

 ２  国道・県道等
幹線道路の整備

都市計画道路整備完了率 75.0％ （平成21年度） 81.0％ （平成32年度）

矢作川堤防リフレッシュ道路整備率 24.0％ （平成21年度） 100％ （平成30年度）
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第４章　人を育み活かす創造のまちづくり
節 施策（大） 指　標 現状値 目標値

第1節
人を育み活かすま
ちづくり

 1  信頼と安心のある
幼児教育の推進

「幼稚園・保育園」の満足度 59.8％ （平成21年度） 70.0％ （平成32年度）

子育て講座参加者数 2,106人 （平成20年度） 2,580人 （平成32年度）

施設の適格改築率 80.0％ （平成21年度） 100％ （平成32年度）

 2  生きる力を育む
義務教育の充実

学校生活の満足度 61.5％ （平成21年度） 70.0％ （平成32年度）

「家庭・地域・学校の連携」の満足度 35.1％ （平成21年度） 50.0％ （平成32年度）

小中学生朝食欠食率 小学生3.6％
中学生9.1％ （平成20年度） 小学生0.0％

中学生3.0％以下 （平成32年度）

学校施設耐震化率 88.9％ （平成21年度） 100％ （平成26年度）

 3 生涯を通じて
学び続ける

　　学習環境の充実

生涯学習推進計画の改定 ― 改定 （平成24年度）

文化教室、講座等の参加率 88.8％ （平成20年度） 100％ （平成32年度）

生涯学習施設の利用率 42.9％ （平成20年度） 45.3％ （平成32年度）

 4  多くの市民が参加する
スポーツの振興

週1回以上スポーツを行っている市民の割合 27.0％ （平成16年度） 50.0％ （平成27年度）

臨海体育館施設利用率 77.0％ （平成20年度） 90.0％ （平成27年度）

スポーツ施設改修整備率 25.0％ （平成21年度） 50.0％ （平成27年度）

 5  青少年の健全育成環境
の充実

不良行為少年補導件数 215件 （平成21年） 100件 （平成32年）

中学生ボランティア参加人数 1,093人 （平成20年度） 2,000人 （平成32年度）

HEXPO STAFF登録人数 45人 （平成21年度） 60人 （平成32年度）

第2節
地域文化を守りみ
んなが誇れるまち
づくり

 1 芸術文化の振興

文化会館

芸術文化関連施設利用率 64.3％ （平成20年度） 71.4％ （平成32年度）

「芸術・文化」の満足度 59.8％ （平成21年度） 70.0％ （平成32年度）

文化協会登録者数 1,388人 （平成20年度） 1,500人 （平成32年度）

芸術文化
ホール

施設稼働率 62.0％ （平成20年度） 70.0％ （平成32年度）

自主文化事業入場率 63.0％ （平成20年度） 75.0％ （平成32年度）

芸術文化団体主催事業開催数 5回 （平成20年度） 8回 （平成32年度）

哲学
たいけん村

無我苑

施設稼働率 41.4％ （平成20年度） 53.5％ （平成32年度）

観覧者数 12,000人 （平成20年度） 12,600人 （平成32年度）

教育普及事業参加率 84.6％ （平成20年度） 90.0％ （平成32年度）

藤井達吉
現代美術館

市内小中学校美術教諭との情報交換会開催数 ― 年3回 （平成32年度）

観覧者数 54,445人 （平成20年度） 57,000人 （平成32年度）

教育普及事業参加者数 883人 （平成20年度） 1,500人 （平成32年度）

 2  文化財の保護と活用

指定文化財件数 42件 （平成21年度） 53件 （平成32年度）

史料集の発刊数 70集 （平成21年度） 80集 （平成32年度）

企画展入場者数 4,898人/回 （平成21年度） 7,000人/回 （平成32年度）

 3  活用される学術資源の
充実

図書館貸出利用者数 156,397人 （平成20年度） 160,000人 （平成32年度）

図書館登録者（市民登録者）数 28,219人 （平成20年度） 30,000人 （平成32年度）

海浜水族館展示種類数 300種 （平成21年度） 300種 （平成32年度）

海浜水族館・青少年海の科学館年間入場者数 131,371人 （平成20年度） 140,000人 （平成32年度）

第５章　信頼される開かれたまちづくり
節 施策（大） 指　標 現状値 目標値

第1節
市民協働型行政の
まちづくり

 1  広報・広聴活動の推進
市政アンケート回答率 57.9％ （平成21年度） 70.0％ （平成32年度）

ホームページアクセス件数 約21,000件／月 （平成21年度） 約25,000件／月 （平成32年度）

 2  市民に満足される
　　サービスの提供

「市民窓口サービス」の満足度 91.0％ （平成21年度） 97.0％ （平成32年度）

公共施設あり方計画策定 ― 策定 （平成25年度）

 3  信頼される行政運営の
推進

総合計画進捗管理システムの構築 ― 構築 （平成24年度）

第2次行政経営計画の策定 ― 策定 （平成23年度）

情報システムのオープン化率 10.0％ （平成21年度） 50.0％ （平成32年度）

 4  効果的な広域行政の
推進

広域的ごみ処理施設計画の策定 ― 策定 （平成26年度）

コミュニティFMの認知度 35.3％ （平成21年度） 55.0％ （平成32年度）

災害時相互応援協定締結都市数 1自治体 （平成21年度） 3自治体 （平成32年度）

第2節
健全な財政を推進
するまちづくり

 1  安定的な財政運営の
推進

行政コスト対公共資産比率 20.5％ （平成20年度） 15.0％ （平成32年度）

使用料・手数料の見直し ― 5年毎の見直し （平成27年度）

経常収支比率 98.0％ （平成21年度） 75％以内 （平成32年度）

 2  公平・公正な税務の
推進

電子申告率 1.0％ （平成22年） 75.0％ （平成32年）

市税収納率 96.4％ （平成20年度） 97.0％ （平成32年度）

口座振替利用率 40.1％ （平成20年度） 50.0％ （平成32年度）

節 施策（大） 指　標 現状値 目標値

第1節
質の高い都市基盤
のまちづくり

 3  市道・一般道等
生活道路の整備

側溝有蓋化率 41.5％ （平成20年度） 47.5％ （平成32年度）

橋梁長寿命化修繕計画の策定 ― 策定 （平成23年度）

景観に配慮した道路の整備延長 2,908ｍ （平成21年度） 3,870ｍ （平成32年度）

 4  河川・下水道雨水整備
と治水の推進

雨水貯留施設の設置戸数 152戸 （平成20年度） 300戸 （平成32年度）

矢作川河川敷有効利用施設の整備率 ― 100％ （平成32年度）

 7 公共交通機関の
　　利便性の向上

くるくるバス利用者数 152,537人 （平成20年度） 180,000人 （平成32年度）

名鉄三河線利用者数 4,220,141人（平成20年度） 4,500,000人（平成32年度）

駅前広場整備箇所数 2ヶ所 （平成21年度） 3ヶ所 （平成32年度）

 8  身近な通信・情報化の
推進

ICT技術の恩恵を受けていると思う市民の割合 37.9％ （平成21年度） 49.0％ （平成32年度）

キャッチの契約世帯数 12,587件 （平成20年度） 16,700件 （平成32年度）

第2節
バランスのとれた
産業振興のまちづ
くり

 1 信頼される農業の推進
認定農業者数 173経営体 （平成20年度） 185経営体 （平成32年度）

農業活性化センター「あおいパーク」入場者数 117万人 （平成20年度） 127万人 （平成32年度）

 ２ 水産業の振興
海面漁業従事者数 231人 （平成20年度） 240人 （平成32年度）

内水面漁業従事者数 50人 （平成21年度） 50人 （平成32年度）

 ３ 工業・地場産業の振興 製造品出荷額等 8,436億円 （平成18年） 8,800億円 （平成32年）

 ４  地域商業の振興 年間商品販売額 1,156億円 （平成19年） 1,200億円 （平成32年）

 ５ 魅力ある 
　　観光地づくりの展開

市内への宿泊者数 60,621人 （平成20年度） 70,000人 （平成32年度）

ボランティアガイドの利用人数 200人 （平成20年度） 400人 （平成32年度）

第３章　健やかに育み支えあうまちづくり
節 施策（大） 指　標 現状値 目標値

第1節
質の高い保健・医
療活動を展開する
まちづくり

 1  健康を守る体制の充実

がん検診受診者延べ人数 28,295人 （平成20年度） 33,000人 （平成32年度）

傾聴ボランティア数 ― 50人 （平成32年度）

介護予防サポーター数 30人 （平成21年度） 50人 （平成32年度）

 2 質の高い医療の提供
「保健・医療（健康・病院等）」の満足度 62.0％ （平成21年度） 70.0％ （平成32年度）

市民病院病床利用率 72.0％ （平成20年度） 86.0％以上 （平成32年度）

 3  国民健康保険事業の健
全な推進

国民健康保険税収納率 90％ （平成20年度） 92％ （平成32年度）

特定健診受診率 41％ （平成20年度） 75％ （平成32年度）

 4  高齢者医療保険制度の
円滑な推進

健康診査受診者数 3,272人 （平成20年度） 5,000人 （平成24年度）

後期高齢者医療保険料収納率 99.52％ （平成20年度） 99.80％ （平成24年度）

 5  介護保険制度の適正な
運営

「介護保険制度」の認知度 17.7％ （平成20年度） 8％ （平成32年度）

介護保険料徴収率（普通徴収） 92.1％ （平成20年度） 93％ （平成32年度）

「介護保険サービス利用」の満足度 90％ （平成20年度） 95％ （平成32年度）

地域包括支援センターの設置数 1ヶ所 （平成21年度） 3ヶ所 （平成32年度）

第2節
思いやりあふれる
福祉のまちづくり

 1  参加と支え合う
地域福祉の推進

「福祉」の満足度 63.3％ （平成21年度） 70.0％ （平成32年度）

ボランティア登録団体数 96団体 （平成21年度） 150団体 （平成32年度）

災害時要援護者台帳登録者数 1,506人 （平成21年度） 1,626人 （平成32年度）

 2  元気に暮らす高齢者の
支援

まちかどサロン利用件数 5,576件 （平成20年度） 6,000件 （平成32年度）

貯筋ルーム利用者数 7,901人 （平成20年度） 10,000人 （平成32年度）

生活支援ハウス入居者数 5人 （平成21年度） 8人 （平成32年度）

認知症サポーター数 140人 （平成20年度） 1,340人 （平成32年度）

 3  子育て支援環境の充実

家庭教育・子育て支援講座受講者数 1,751人 （平成20年度） 2,000人 （平成32年度）

乳幼児健診受診率
3か月児  98.8%
1歳6か月児  92.5%
3歳児  92.0%

（平成20年度）
3か月児  99%以上
1歳6か月児 99%以上
3歳児  95%以上

（平成32年度）

待機児童数 0人 （平成21年度） 0人 （平成32年度）

地域子育て支援センター利用者数 4,969人 （平成20年度） 11,000人 （平成32年度）

放課後児童クラブ利用児童数 483人 （平成21年） 530人 （平成32年）

 4  ひとり親家庭支援の
充実

就業相談員への相談件数 75件 （平成20年度） 85件 （平成32年度）

母子自立支援員への相談件数 213件 （平成20年度） 235件 （平成32年度）

 5  障害者（児）福祉の
充実

グループホーム、ケアホーム施設数 1施設 （平成21年度） 5施設 （平成32年度）

福祉施設から一般就労への移行者数 1人 （平成20年度） 4人 （平成32年度）

 6  低所得者への支援の
充実

稼動年齢者（18歳から64歳）に占める就労収入のある
者の割合 17％ （平成21年度） 27％ （平成32年度）

稼動年齢者（18歳から64歳）のいる世帯のうち生活保
護受給期間3年未満の割合 38％ （平成21年度） 48％ （平成32年度）

 7 勤労者福祉の向上
企業健康診断実施者数 5,857人 （平成20年度） 6,500人 （平成32年度）

ものづくりセンター自主事業参加者数 1,200人 （平成20年度） 1,500人 （平成32年度）

 8 消費者意識の向上
消費生活講座受講者数 453人 （平成20年度） 1,000人 （平成32年度）

消費生活相談件数 177件 （平成20年度） 200件 （平成32年度）

 9  人権を守る環境づくり 人権啓発事業への参加者数 1,000人 （平成20年度） 1,500人 （平成32年度）

10 国民年金制度の
適正な運営 国民年金に係る各種届出が適正に処理された割合 100％ （平成20年度） 100％ （平成32年度）
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