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菊川市まちづくり計画の進捗状況について 

 （平成28年度報告） 

 

１ 新市まちづくり計画と計画の進捗状況 

 

新市まちづくり計画（以下「計画」という。）は旧市町村の合併の特例に関する法律（昭

和40年法律第６号。以下「法」という。）第５条第１項に基づく法定計画として、合併市

町村の速やかな一体性の確立と両町の均衡ある発展、住民福祉の向上を図ることを目的に、

合併市町村の建設の基本方針や合併市町村の建設の根幹となるべき事業などを定めたもの

として策定された計画です。 

   この計画に基づき、当該市町村は法第 11 条の２第１項の規定により地方債（以下「合併

特例債」という。）を計画期間中に限り発行できることとなりました。また、平成 26 年度

には計画期間の５年間延長及び防災・災害対策強化の強化促進等を追加する計画変更を行

いました。 

平成17年１月の合併から10年が経過し、合併新市のまちづくりの基本的な指針として策

定した計画の当初期間が経過したことになります。それに併せ、合併による財政支援措置

が段階的に終了することになり、これから一つの自治体としてまちづくりの真価が問われ

る時期になります。 

   こうしたことから、計画の背景や趣旨を尊重し、合併当時に計画した事業の進捗状況を

把握・整理します。この結果を踏まえ、計画による本市の将来像やまちづくりの基本理念

の実現に向け、引き続き選択と集中による計画的な事業の推進に努める必要があります。 

 

２ 過去の計画変更について 

 

(1) 平成23年度の変更 

平成16年に作成された計画について、幼稚園・保育園の一体化施設の整備と、消防庁舎

建設事業及び防災拠点施設整備事業を追加する計画変更を平成23年度に行いました。 

変更の理由としては、消防庁舎建設事業及び防災拠点施設整備事業に関しては、平成16

年３月に計画の策定を終えた後に、小笠地区消防本部が解散し菊川市消防本部が誕生した

ため、計画に掲載されていないままとなっていたこと。それから、幼稚園・保育園の一体

化施設の整備に関しては、合併協議の以前から、幼稚園及び保育園の整備を計画的に進め、

基本的には既存施設の立て替えを目標としていたが、少子化が進む中、幼稚園及び保育園

の適正規模や効率的な運営、さらには市全体の配置バランスを考慮することが求められ、

幼保複合施設（幼保園）整備事業を進めることを新市の方針としてあらためて決定したこ

とが変更の理由になります。 

   また、財政計画については、防災拠点整備事業及び幼保施設整備事業を事業計画に加え

ると共に、合併後に発生した地方税制度改正や子ども手当制度などを盛り込み、現時点で

想定される財政状況を反映し修正されました。 

 

   ※Ｈ23計画変更内容（追加） 

   ○保育園の整備     ･･･ 保育園・幼稚園一体化施設の整備 

   ○消防・救急体制の整備 ･･･ 消防庁舎の整備 

   ○防災拠点施設の整備  ･･･ ヘリポート、大型防災倉庫などの整備 

   ○財政計画       ･･･ 変更時点で想定される財政状況を反映 
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(2) 平成26年度の変更 

   平成23年度に変更した計画について、計画期間を５年間延長すること、また防災・災害

対策強化の強化促進等を追加する計画変更を平成26年度に行いました。 

これは、平成24年６月27日に公布及び施行された「東日本大震災による被害を受けた合

併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律」（平成24年法律第36号）

において、被災合併市町村以外の合併市町村についても同旧合併特例法の規定に基づく合

併特例債の起債可能期間が５年度延長され15年度間とされたことを踏まえ、本市において

は、当該計画期間を５年度延長し、平成31年度までの15年度間とし、合併特例債を有効活

用することにより、「防災・災害対策の強化促進」等の事業を実施することや、現在行っ

ている対象事業を引き続き実施することが変更の理由になります。 

また、計画期間を５年度延長することで、主要指標の見直し（人口推計）や財政計画に

ついては、この変更で追加する「防災・災害対策の強化促進」に対する事業や、消費税増

税などを盛り込み、現時点で想定される財政状況を反映し修正したことや、施設等の名称

変更による新たな施設名称への時点修正を行いました。 

 

   ※Ｈ26計画変更内容 

○「計画期間」に関する変更 （計画期間変更） 

○「静岡空港」に関する変更 （名称変更） 

○「第二東名高速道路」及び「第二東名自動車道」に関する変更 （名称変更） 

○「人口・世帯数の推移」に関する変更 （名称変更） 

○「共立菊川総合病院の名称」に関する変更 （名称変更） 

○「公共的施設の統合整備」に関する変更 （記述変更） 

○「財政計画」に関する変更 （財政計画変更） 

（追加） 

○「地域コミュニティ基盤の構築」に関する変更 

     ・地域コミュニティセンター（地区センター）再整備推進事業 

○「防災・災害対策の強化促進」に関する変更 

・飲料水兼用耐震性貯水槽整備事業 

・消防団蔵置所整備事業 

・地域コミュニティセンター（地区センター）再整備推進事業（再掲） 
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３ 進捗状況の確認について 

 

   新市まちづくり計画には７つの基本方針に基づき、それぞれに施策の柱、主要事業、該

当プログラムが設定されています。 

   進捗状況の確認については、179項目（再掲項目除く）の該当プログラムごとに、計画期

間、進捗（実施）状況、事業概要、進捗（実施）状況の説明を記入し、現状把握をしたも

のが、P.10からの調査表になります。 

 進捗状況の記入については、次のとおり記載されています。 

 

★計画期間について 

   計画期間については、該当プログラムごと以下の例を参考に記入する。 

区分  

Ｈ○○～△△ 開始時期、終了時期ともに決まっている場合（予定を含む） 

Ｈ○○～ 開始時期は決まっているが、終了時期が未定の場合（予定を含む） 

空欄 開始時期、終了時期ともに未定の場合（予定を含む） 

 

  ★進捗状況（実施状況）について 

進捗状況（実施状況）については、該当プログラムごとに、平成28年度末時点を見据え

た実績を以下の区分により記入する。 

区分 進捗状況（実施状況） 

実施済 ・事業が実施済で既に完成しているもの 

実施中 

・すでに着手し、概ね計画どおりに進んでいるもの 

・管理・保全、ソフト事業などで、面積や回数などの実施事業量が部分的であっ

ても目的に沿って実施しているもの 

一部 

実施済 

・計画どおり事業着手し一部分（区間や段階等）完成したが、進捗が停滞や中止

など、完成見込がたたないもの 

検討中 ・未着手（事業計画では着手している予定であったが、未着手のもの） 

要検討 

・計画当初には予定していたが、合併後の社会情勢により実施の必要がなくなっ

たもの 

・中止（再検討の結果、実施の必要がなくなったもの） 

   （参考）計画に位置付けられる全体項目数 

・基本方針    ･･･   ７項目 

・施策の柱    ･･･  ３４項目 

・主要事業    ･･･  ６２項目 

・該当プログラム ･･･ １７９項目（再掲載含む項目数＊１９４項目） 

  

  ★事業概要と進捗状況（実施状況）の説明について 

   事業概要については、該当プログラムごとの概要がわかるよう、要点をまとめ、できる

限り簡潔に記入しています。 

   進捗状況の説明については、該当プログラムごと求めた進捗状況（実施状況）区分の説

明が記入されています。 
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４ 基本方針・施策の柱・主要施策に基づく該当プログラムの進捗状況 

 

   新市まちづくり計画については、７つの「基本方針」と、34項目の「施策の柱」、62項

目の主要事業、179項目の該当プログラムがあります。 

   「実施済」、「実施中」、「一部実施済」の３つの進捗状況については、完成したもの

や事業を実施しているもの、事業の一部が実施済みのものなど、計画的に実施されている

ものは172項目（96.7％）であり、該当プログラムに対して、順調に事業を進めていること

が見られます。 

   また、「要検討」についても１項目（0.6％）ありますが、これは合併後の社会情勢を踏

まえ、再検討の結果実施することが必要なくなったものです。 

   ただし、「検討中」については、未着手（事業計画では着手している予定であったが、

未着手のもの）として捉えているものが、５項目（2.8％）あります。この「検討中」のも

のについては、現在検討が始まっているものや、平成26年度の計画変更により、平成31年

度末までに行う事業もありますが、事業の実施に向け事務の推進を行う必要があります。 

 

実施済 実施中
一部
実施済

検討中 要検討

4 5 18 4 14 0 0 0
4 5 18 4 14 0 0

5 12 28 5 23 0 0 0
5 12 28 5 23 0 0

5 10 36 6 30 0 0 0
5 10 36 6 30 0 0

4 5 13 4 8 0 1 0
4 5 13 4 8 0 1

4 7 25 4 20 1 0 0
4 7 25 4 20 0

5 8 37 10 24 0 2 1
5 8 (47) (11) (32) (0) (3) (1)

7 15 22 11 7 2 2 0
7 13 (27) (13) (9) (2) (3)

34 62 179 44 126 3 5 1
34 62 (194) (47) (136) (3) (7) (1)

24.6% 70.4% 1.7% 2.8% 0.6%
(24.2%) (70.1%) (1.5%) (3.6%) (0.5%)

※割合は小数点第２位を四捨五入しています。このため合計が100％にならない場合があります。

※表中の（　）の数値は、再掲載されている該当プログラムを含めた数値です。

※再掲載とは、他の施策に跨ぎ同じ該当プログラムが掲載されていることをいいます。

割合

５.輝くみどりのまち
【環境】

６.躍進する産業のまち
【産業】

７.安全・便利・快適なまち
【都市基盤】

合計

１.共に汗をかくまち
【市民・行政】

２.安心していきいき
暮らせるまち
【福祉・健康】

３.豊かなこころを育むまち
【学校教育・社会教育】

４.笑顔がうまれるまち
【コミュニティ】

基本方針
進捗状況（実施状況）該当

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
の数

主要
事業
の数

施策
の柱
の数
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 (1) 実施済 

    実施済の該当プログラムは、44項目（24.6％）です。 

    実施済み項目として、小笠４地区にコミュニティセンターを建設、給食センターの統

合、防災拠点施設の整備などが挙げられます。 

    また、駅南土地区画整理事業や都市計画道路朝日線の事業完了に加え、平成28年度に

は、宮の西土地区画整理事業についても事業完了しました。 

 

(2) 実施中 

    実施中の該当プログラムは、126項目（70.4％）です。 

    各事業の支援・検討や、福祉などの扶助費関係、教育・文化の充実など、決まった最

終の計画年度がなく、毎年継続して実施されるものが多いため、実施済とはならないも

のの、計画に基づき継続的に実施しているものや、道路整備事業や内田地区センターの

建て替えなどのハード事業があります。 

 

 (3) 一部実施済 

一部実施済の該当プログラムは、３項目（1.7％）です。 

計画どおり事業着手し一部分は完成したが、進捗が停滞や中止など、完成見込がたた

ないものです。 

一部実施済の項目としては、平成26年度の計画変更により追加された消防団蔵置所の

整備があります。本事業については計画終了年度に向けて順次進めていく予定です。 

 

 (4) 検討中 

    検討中の該当プログラムは、５項目（2.8％）です。 

    この進捗状況の把握において検討中の項目は、着手している予定であったが未着手の

ものを指します。 

    検討中の項目としては、都市的顔づくり推進計画の策定や、多目的施設建設の検討な

どが挙げられます。この項目の中には、検討しているものや、計画期間外となりますが、

事業が計画されているものなどがあります。 

    都市的顔づくり推進計画と緑の基本計画については、都市計画施設の見直しを行って

おり、必要に応じて事業の計画策定を検討していく方針です。 

    また、多目的施設建設の検討と特産品等の物産販売所設置の検討については、地域経

済活性化推進会議などにおいてインター前広場の活用と合わせて事業の方向性について

協議を進めています。 

 

 (5) 要検討 

    要検討の該当プログラムは、１項目（0.6％）です。 

    この進捗状況の把握では、要検討は合併後の社会情勢も踏まえ、再検討の結果実施す

ることが必要となくなったものであります。 

    要検討の項目としては、新市観光開発構想及び計画策定が挙げられます。 

    新市観光開発構想及び計画策定については、市単独では難しいと判断する中、現在、

観光志向の多様化により広域的な連携は不可欠であると考え、県西部または、中東遠、

空港周辺地域を範囲とした協議会に加盟し、観光構想のあり方を検討している状況です。 
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５ 基本方針ごとの該当プログラム進捗状況 

 

(1) 共に汗をかくまち【市民・行政】 

    基本方針である「共に汗をかくまち」については、４項目の施策の柱と５項目の主要

事業、主要事業に基づく18項目の該当プログラムがあります。 

    18項目の該当プログラムのうち、実施済が４項目（22.2％）、実施中が14項目（77.8％）

であり、全ての項目において実施されています。事業展開や実施、検討など合併後から

計画に基づき順調に事業推進をしていることがわかります。 

 

実施済 実施中
一部
実施済

検討中 要検討

4 5 18 4 14 0 0 0

22.2% 77.8% 0.0% 0.0% 0.0%

※割合は小数点第２位を四捨五入しています。このため合計が100％にならない場合があります。

割合

１.共に汗をかくまち
【市民・行政】

基本方針
進捗状況（実施状況）該当

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
の数

主要
事業
の数

施策
の柱
の数

 

 (2) 安心していきいき暮らせるまち【福祉・健康】 

    基本方針である「安心していきいき暮らせるまち」については、５項目の施策の柱と

12項目の主要事業、主要事業に基づく28項目の該当プログラムがあります。 

    28項目の該当プログラムのうち、実施済が５項目（17.9％）、実施中が23項目（82.1％）

であり、合併後から計画に基づき順調に事業推進していることがわかります。 

 

実施済 実施中
一部
実施済

検討中 要検討

5 12 28 5 23 0 0 0

17.9% 82.1% 0.0% 0.0% 0.0%

※割合は小数点第２位を四捨五入しています。このため合計が100％にならない場合があります。

割合

２.安心していきいき
暮らせるまち
【福祉・健康】

基本方針
進捗状況（実施状況）該当

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
の数

主要
事業
の数

施策
の柱
の数
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(3) 豊かなこころを育むまち【学校教育・社会教育】 

    基本方針である、「豊かなこころを育むまち」については、５項目の施策の柱と10項

目の主要事業、主要事業に基づく36項目の該当プログラムがあります。 

    36項目の該当プログラムのうち、実施済が６項目（16.7％）、実施中が30項目（83.3％）

であり、全ての項目において実施されています。事業展開や実施、検討など合併後から

計画に基づき順調に事業推進をしていることがわかります。 

 

実施済 実施中
一部
実施済

検討中 要検討

5 10 36 6 30 0 0 0

16.7% 83.3% 0.0% 0.0% 0.0%

※割合は小数点第２位を四捨五入しています。このため合計が100％にならない場合があります。

割合

３.豊かなこころを育むまち
【学校教育・社会教育】

基本方針
進捗状況（実施状況）該当

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
の数

主要
事業
の数

施策
の柱
の数

 

 (4) 笑顔がうまれるまち【コミュニティ】 

    基本方針である、「笑顔がうまれるまち」については、４項目の施策の柱と５項目の

主要事業、主要事業に基づく13項目の該当プログラムがあります。 

13項目の該当プログラムのうち、実施済が４項目（30.8％）、実施中が８項目（61.5％）

であり、合併後から計画に基づき順調に事業推進していることがわかります。 

検討中の１項目（7.7％）である「若者リーダーの育成」については、青年団活動が平

成25年度に休止となっており、今後の方向性を定める必要があります。 

 

実施済 実施中
一部
実施済

検討中 要検討

4 5 13 4 8 0 1 0

30.8% 61.5% 0.0% 7.7% 0.0%

※割合は小数点第２位を四捨五入しています。このため合計が100％にならない場合があります。

割合

４.笑顔がうまれるまち
【コミュニティ】

基本方針
進捗状況（実施状況）該当

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
の数

主要
事業
の数

施策
の柱
の数
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(5) 輝くみどりのまち【環境】 

    基本方針である、「輝くみどりのまち」については、４項目の施策の柱と７項目の主

要事業、主要事業に基づく25項目の該当プログラムがあります。 

25項目の該当プログラムのうち、実施済が４項目（16.0％）、実施中が20項目（80.0％）、

一部実施済が１項目（4.0％）であり、合併後から計画に基づき順調に事業推進をしてい

ることがわかります。 

 

実施済 実施中
一部
実施済

検討中 要検討

4 7 25 4 20 1 0 0

16.0% 80.0% 4.0% 0.0% 0.0%

※割合は小数点第２位を四捨五入しています。このため合計が100％にならない場合があります。

割合

５.輝くみどりのまち
【環境】

基本方針
進捗状況（実施状況）該当

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
の数

主要
事業
の数

施策
の柱
の数

 

(6) 躍進する産業のまち【産業】 

    基本方針である、「躍進する産業のまち」については、５項目の施策の柱と８項目の

主要事業、主要事業に基づく47項目（うち再掲10項目）の該当プログラムがあります。 

再掲項目を除く37項目の該当プログラムのうち、実施済が10項目（27.0％）、実施中

が24項目（64.9％）であり、合併後から計画に基づき順調に事業推進をしていることが

わかります。 

検討中の２項目（5.4％）については、市の産業や観光の活性化に関する項目であり、

事業の方向性について協議している段階です。また、要検討の１項目（2.7％）である「新

市観光開発構想及び計画の策定」については、市単独では難しいと判断する中、現在、

観光志向の多様化により広域的な連携は不可欠であると考え、現在、県西部または中東

遠、空港周辺地域を範囲とした協議会に加盟し、観光構想のあり方を検討している状況

です。 

 

実施済 実施中
一部
実施済

検討中 要検討

5 8 37 10 24 0 2 1
(47) (11) (32) (3) (1)

27.0% 64.9% 0.0% 5.4% 2.7%
(23.4%) (68.1%) (0.0%) (6.4%) (2.1%)

※再掲載とは、他の施策に跨ぎ同じ該当プログラムが掲載されていることをいいます。

※割合は小数点第２位を四捨五入しています。このため合計が100％にならない場合があります。

※表中の（　）の数値は、再掲載されている該当プログラムを含めた数値です。

割合

６.躍進する産業のまち
【産業】

基本方針
進捗状況（実施状況）該当

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
の数

主要
事業
の数

施策
の柱
の数
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(7) 安全・便利・快適なまち【都市基盤】 

    基本方針である、「安全・便利・快適なまち」については、７項目の施策の柱と、15

項目の主要事業、主要事業に基づく27項目（うち再掲５項目）の該当プログラムがあり

ます。 

    再掲項目を除く22項目の該当プログラムのうち、実施済が11項目（50.0%）、実施中が

７項目（31.8%）、一部実施済が２項目（9.1％）であり、合併後計画に基づき順調に事

業推進していることがわかります。 

    検討中の２項目（9.1％）については、都市計画施設の見直しにより地域づくりの方針

に変化が生じる可能性があるため未着手となっています。 

 

実施済 実施中
一部
実施済

検討中 要検討

7 15 22 11 7 2 2 0
(27) (13) (9) (2) (3)

50.0% 31.8% 9.1% 9.1% 0.0%
(48.1%) (33.3%) (7.4%) (11.1%)

※割合は小数点第２位を四捨五入しています。このため合計が100％にならない場合があります。

基本方針
進捗状況（実施状況）該当

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
の数

主要
事業
の数

施策
の柱
の数

※再掲載とは、他の施策に跨ぎ同じ該当プログラムが掲載されていることをいいます。

※表中の（　）の数値は、再掲載されている該当プログラムを含めた数値です。

割合

７.安全・便利・快適なまち
【都市基盤】

 


