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■ 目的

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、国においては、2014 年 12

月に、2060 年に 1 億人程度の人口を確保する中長期展望を示した「長期ビジョン」と、2015～2019 年

度（5 か年）の政策目標・施策を示した「総合戦略」が策定された。国における長期ビジョンの基本的視

点は、東京一極集中の是正、若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現、地域の特性に即した地域課題

の解決で、国民の希望の実現に全力を注ぐことが重要であることを提示している。そこから、目指すべき

将来の方向として将来にわたって活力ある日本社会を維持するとあり、いわゆる地方創生が日本の創生

であり地方と東京圏とがそれぞれの強みを活かして日本全体を引っ張って行くものとしている。

また、愛知県においても、2015 年 10 月に「愛知県人口ビジョン・まち・ひと・しごと創生総合戦略」

が策定され、今後 5 か年（2015 年度～2019 年度）の基本目標や取り組む施策が示されている。県におけ

る総合戦略は、国における基本的視点に即して東京一極集中にストップをかけ、日本の活力を取り戻す核

となる地域を目指すものとしている。

『岡崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略』（以下、「市総合戦略」と記載）は、『岡崎市人口ビジョン』

で示した将来展望や方向性の実現に向け、国と県の総合戦略の内容を踏まえて、市の基本目標や取り組む

施策を取りまとめたものである。

当初は計画期間を 2015 年度～2019 年度と定めていたが、令和３年度を始期とする第７次総合計画と

の整合を図るため、計画期間を１年延長し、2015 年度～2020 年度を計画期間とする。

１．基本的な考え方

市総合戦略の基本的な考え方は以下のとおりである。

本市の特徴や強みを活かすとともに課題を整理することで、活気に満ちたまちを目指し、県の

みならず国の活力を高める地域活性化の核としての役割を果たす。

本市は、国のものづくりの中枢を担う地域の中にあって中心的な役割を成している自治体である。その

ことが、人が集まり経済的にも豊かな環境を維持する大きな要因となっている。こうした環境は、全国の

自治体をみても比類ないものである。この優位性は、国の方針で謳われる「今後の日本の活力を地域から」

に合致するものである。

しかしながら、長期ビジョンで示されたとおり、将来の人口構成が超高齢化社会を迎える状況にあって

は、豊かな環境とその中で営まれる社会活動を維持することが困難となることは避け難い。この市総合戦

略は、上述の状況となることを抑止するために、現時点の課題等を踏まえて、今後、本市の施策を示すも

のである。

具体的な施策や事業などについては、予算や執行体制などを踏まえて実施することとなるものの、将来

への市の展望を達成するための契機づけとなるものと考える。
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１．１ 岡崎市の強みと課題

『岡崎市人口ビジョン』を踏まえ、岡崎市の強みと課題は次のように整理される。

（１）自然増

① 強み

■ 高い出生率とそれを取り巻く環境

○ 本市の 2013 年の合計特殊出生率は 1.67 となっており、愛知県（合計特殊出生率 1.47）や国（合

計特殊出生率 1.43）と比べても高い値である。

○ 本市においては社会増よりも自然増の方が主たる人口増加要因である。

○ 市内及び周辺市に第二次産業をはじめとする安定した雇用環境があることや、3 世代以上同居世帯

の割合が高いことから、子育てにおいて家族の支援を受けやすいこと、生活に関する施設・インフ

ラが整っていることなどが人口の自然増における強みであると考えられる。

○ 既婚者女性を対象としたアンケート調査では、結婚した年齢に対する質問で 20 歳代という回答が

80％近くを占めており、全国と比べても初婚年齢は低いものと考えられる。また、独身者では結婚

に対して肯定的な考えを持つ人が多いことなど出生率が向上する要因が多くある。

② 課題

■ 晩婚化への対応

○ 愛知県全体の平均初婚年齢の推移をみると、年を経るごとに上昇していることから、本市において

も晩婚化の進展への対応を考える必要がある。

○ 結婚を希望する独身者の多くは、経済的な問題や仕事の問題を結婚にあたっての障害として考え

ている。

■ 人口構成における男女比の不均衡の是正

○ 本市を含めて西三河地域は、第二次産業が強いといった就業構造のために、本市は女性人口に対し

男性人口が多く、男女比が全国や県と比較して、よりアンバランスな状況になっている。

■ 出産・子育て期の女性の雇用・就業環境の向上

○ 出産や子育て期にあたる 25～39 歳の女性においては有業率が全国より低く、いわゆるＭ字カーブ

の谷が深い傾向がみられる。

○ 妊娠・出産を機に仕事を辞めたことがある女性が半数以上であることや、結婚前と現在とで職業・

雇用形態が正社員から専業主婦やパート・派遣社員に変化している女性が 40％程度みられること

から、結婚や出産などで一旦仕事を退職したあと、元のキャリアに戻らない人が多いと考えられ

る。
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■ 出産・子育て環境の向上

○ 予定子ども数を持てなくなる原因として、経済面と年齢・体力面の問題といった個々人の事情が最

も大きく、次いで出産・子育てを取り巻く環境によるものが大きい。

○ 経済的な支援だけでなく、晩婚化の抑制のために、若い世代で結婚する人を増やすことや、託児所

等の出産・育児を支援する施設等の多面的な支援に取り組むことが出生率の向上で重要になると

考えられる。

○ 妊娠や出産又は育児に関する正しい知識を身に付けることや、不安となる要素を払拭することが

できるような支援体制を整えることが必要である。

○ 安心して子育てができる社会の実現のために、地域で支える社会的基盤の醸成や地域社会全体で

応援する機運を高めることが重要であり、地域における子ども・子育て支援機能や医療機関の充実

などを図ることが重要である。

○ 子育て世帯における子育てや教育に係る費用が大きな負担となっている現状から、子育て世代に

おける経済的な負担の軽減を図ることが重要である。
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（２）社会増

①強み

■ 転入超過傾向とそれを取り巻く環境

○ 本市の転出入の状況は 1970 年以降から 2008 年まで転入超過が続き、リーマンショックによる世

界同時不況による影響を受け 2009 年には転出超過に転じたものの、その後は転入超過の回復傾向

にある。景気動向による影響は受けるものの、西三河地域の第二次産業をはじめとする良好な雇用

環境を背景として転入超過の傾向にあると考えられる。

○ 就職や転勤を機に転入する人が多いため、20 歳代、30 歳代の若い年齢層の転入超過が顕著である。

○ 若い世代で結婚を機に転入する人もみられる。

○ 地域別に転出入をみると西三河地域を中心に転入超過傾向にある。

○ 20～24 歳までの女性の有業率は全国や県に比べて高い。

■ 若者の高い地元志向

○ 愛知県は、県内で生まれ育った若者が大学進学時や就職時に県内に留まる傾向が強く、市において

も、岡崎市から通える大学への進学を希望している高校生が多いことや、現時点で将来的に岡崎市

から通える企業等での就職を考えている高校生が多いことなど、県同様に地元志向の強さがみら

れ、社会増の維持につながっている。

②課題

■ 転出の抑制

○ 転出者は、40 歳代以上の世代が中心となっており、40～59 歳の転出者は単身者の占める割合が特

に高い。

○ 転出は、転職・転勤などの仕事を理由としたものが多いが、住宅の都合で転出している人もいる。

○ 地域別に転出入をみると首都圏をはじめとする関東圏や名古屋市に対しては転出超過の傾向が続

いている。

○ 地域別の転出者の傾向は、関東圏への転出者は若年層が特に多く、名古屋市への転出者は若い女性

が多い。

○ 転出の抑制を図るために、転出者の転出理由（雇用環境、住宅事情など）をもとに、定住に対する

ニーズを満足させるような施策を行う必要がある。

■ 大学進学者の卒業後の定住・U ターン促進

○ 市内及び周辺市に大きな大学がないことから、進学先が名古屋市や首都圏となりやすい。

○ 大学を卒業後に、本市に戻って住みたいと考えられる雇用環境・生活環境を整備することで、地元

出身者の定住促進を図る必要がある。
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■ 多様な雇用環境の創出

○ 西三河地域外に就職する場合、岡崎市外で生活する可能性が高いことなどの原因で、若年層や女性

の転出が多い。

○ 第三次産業の従業者の割合が全国と比べて低く、第三次産業の雇用が不十分であることが若年層

の転出の一要因となっていると考えられる。

○ 女性や若者が就職を希望するような、産業の創出や企業の誘致を図ることや周辺市との通勤利便

性を高めることで、本市に住みながら希望する企業・職種で働ける環境づくりを進める必要があ

る。
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（３）地域構造

①強み

■ 良好な居住環境と生活の利便性

○ 本市は中核市であり、西三河地域では豊田市と並んで大きな都市である。

○ 居住に適した地域が多くあり、市民生活における施設や社会基盤も整っていることや西三河地域

における通勤・通学の利便性が高いといった西三河地域での生活における長所がある。

■ 豊富な観光資源

○ 本市は、岡崎城を始めとした歴史的資産の他、乙川・矢作川といった自然環境や、ジャズ・おかざ

き世界子ども美術博物館といった文化資産、春の花見、夏のぶどう狩りといった季節ごとのイベン

トなど、多くの交流人口（観光客）拡大に資する観光資源を有している。

○ 乙川リバーフロント地区におけるまちづくりの取り組みが、国土交通省の「かわまちづくり」に登

録されている。

■ 良好な教育環境

○ 自然科学研究機構の５つの分野のうち、３つの研究所が本市にあり、教育での連携や、地元企業と

の共同研究など、最先端の技術を活用できる環境にある。

○ 全国でも屈指の進学校があり、周辺市町からの通学者も多い。

②課題

■ 交通安全・治安の向上

○ 交通事故や犯罪について、不安視する意見もみられることから、安全・安心な地域づくりが今後の

まちづくりの一つの課題である。

■ リニア開業による広域での交流人口拡大

○ 名古屋大都市圏は、2027 年のリニア中央新幹線の品川～名古屋間の開業によりさらなる広域エリ

アでの求心力強化が期待されていることから、本市においても観光等の市の魅力の PR を図り、よ

り広域での交流人口の拡大を目指すことが考えられる。

■ 一部地域の人口減少・高齢化進展への対応

○ 振興山村地域を含めた一部の地域によっては、人口減少並びに高齢化が急速に進展していること

から、地域の活力を高めるために、交流の拡大や移住・定住の促進を図る必要がある。

○ 高度成長期に開発された住宅地の住民の高齢化や空き家の増加、地域の安全や安心を支えるコミ

ュニティの希薄化など社会の変化に伴い顕在化してきた地域課題への対応が求められる。

■ 社会資源の活用と地域魅力の向上

○ 西三河地域は日本屈指のものづくり産業力を誇りながらも、人を惹きつける地域の魅力や発信力

を十分に発揮することができておらず、地域のブランド力の向上が課題である。



7

２．重視すべき視点

国が人口減少社会に移行する中にあっても、本市は人口の増加が見込まれている状況であり、その優位

性を保持するためにも、人口増加のピークを高めるとともに、できる限り引き伸ばし、その後の人口減少

の局面においても、緩やかな減少幅に留めながら、地域活力を維持することが重要であると考える。その

ためには、中長期を見据えた総合的な観点から効果的な対策を積み重ねることが必要であり、施策の選択

と集中による重視すべき視点を以下の４分野に整理した。

２．１ 安定した雇用環境の維持・地域産業支援

○ 本市が所在する西三河地域は、日本の製造業において重要な位置づけにある愛知県の中にあって、多

くの工場が立地する県のものづくりの拠点である。

○ 第二次産業による安定した雇用という強みを生かすとともに、第三次産業などの女性の雇用の場が少

ないといった産業構造の問題を改善することで、女性や若年層の地域外への転出を防ぐことが必要で

ある。

○ 雇用・就業を取り巻く環境の改善や課題の解消のために、地域産業の支援に取り組むとともに、各関

係機関との協力・連携のもと、まちの活力を生み出す、新産業や新規事業を支援するための取組を行

う。

○ 企業や事業所の他地域への流出を抑制するための支援体制を整備する必要がある。

２．２ 魅力創出と地域外への PR・地域外との結びつきの促進

○ 全国的な人口減少にある状況においては、定住人口を増やすことだけではなく、交流人口を増やすこ

とも重要である。

○ 地域内外から人を呼び込み、活発な交流が行われることは、地域の活性化につながり、新たな雇用の

場を生む要因となる。

○ 本市は、定住者を惹きつける居住環境が良好であることや通勤の利便性といったまちのよさがあり、

市内には岡崎城をはじめとして観光客を呼び込むことのできる観光資源が多くある。

○ 既存の資源を活かしながら、市民がまちに誇りを持ち、市外に自慢したくなるようなまちの魅力やブ

ランドイメージを生み出すことで、交流人口や定住人口の拡大につなげる。

○ 名古屋大都市圏は、2027 年のリニア中央新幹線の品川～名古屋間の開業によりさらなる広域エリア

での求心力強化が期待されていることなどもあり、本市では、より広域で、より多くの人を呼び込む

ための PR や魅力創出、観光客の受け入れ体制の充実を図る必要がある。
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２．３ 結婚・出産・子育てへの希望の実現

○ 本市は県内でも、平均初婚年齢や未婚率は低く、出生率が高い市である。また、独身者においても結

婚に対しては肯定的な考えを持つ人が多く、さらに出生率が向上する可能性を持っている。

○ 雇用環境が不安定になることで、晩婚化や独身者の増加が進展し、少子化が加速することが懸念され

るため、安定した雇用環境を維持することで、結婚する人を増やすとともに、独身者に対しては、出

会いの場を提供するなどの結婚への支援を行う。

○ 結婚・出産・子育てにおいて、最も大きな問題となる経済的な問題に対して、若い世代が不安を抱え

ないように雇用の安定を図るとともに、出産・子育てに関する経済的な支援策についても検討する。

○ 子育てを安心して行っていくために地域社会全体で子育てを応援していく気運を高めていくととも

に、地域における子ども・子育て支援機能（保育所・放課後児童クラブ）の充実や、仕事と子育てが

両立できるワーク・ライフ・バランスの推進を図る。

２．４ より住みやすいまちづくり、活力あるコミュニティづくり

○ 本市の良好な居住環境と通勤利便性は、人を惹き付け、定住させる一要因となっていると考えられる。

○ 今後も良好な居住環境を維持するとともに、生活の安全性の問題を改善するための防犯の取り組みな

どを行うことで、地域の核となるにふさわしい安心・安全で魅力的なまちづくりを目指す。

○ 今後の良好な都市機能並びに地域社会の維持に向けて、地域医療・福祉の充実やコミュニティの活性

化、市民参加・協働の推進を図り、少子化・高齢化の中にあっても住民の活動しやすいまちや、住民

の活動が活発な地域を目指す。

○ 施設やインフラといった機能のより適切な配置を検討するとともに、それを結ぶ交通ネットワークの

形成を図ることで、コンパクト+ネットワークのまちづくりを促進する。
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３．基本目標と施策及び成果指標

下記の 5 つの基本目標を設定し、基本目標を達成するための施策を行うものとする。次ページ以降

に、基本目標ごとの施策と成果指標について記載する。

本市の主要産業である第二次産業の活力を維持するとともに、第三次産業などによる雇用創出を図り、

本市の強みである安定した雇用環境のさらなる強化を図る。

基本目標① しごとづくり ～安定した雇用の創出、企業の支援～

本市の良好な居住環境や観光といった魅力を市内外へ啓発・PR するとともに、新たな魅力を生み出す

など強化を行い、観光客等の交流人口の増加を図り、市内への定住促進につなげる。

基本目標② 魅力づくり ～交流人口・定住人口の増加、シティプロモーションの推進～

若い世代の経済的安定を図るとともに、地域社会全体で出産・子育てを支援する体制を整備することで、

若い世代の結婚・出産の希望をかなえ、安心して子育てができる環境づくりに努める。

基本目標③ 結婚・出産・子育て環境づくり ～安心して子育てできる、豊かな情操を育む～

本市の良好な居住環境を維持するとともに、まちが抱える安心・安全の課題を解消し、誰にとっても暮

らしやすいまちづくりに取り組む。

基本目標④ 生活環境づくり ～暮らしの安心を支える環境づくり、快適な生活環境の整備～

誰もが住み慣れた場所で安心して暮らしながら、地域活動を行う一員として活躍できる地域づくりに取

り組む。

基本目標⑤ 地域づくり ～すべてのひと・モノが活き活きする地域～



10

基本目標① しごとづくり ～安定した雇用の創出、企業の支援～

本市の伝統産業におけるブランド力の強化と伝統技術の継承とともに、ものづくり産業における次世

代自動車を始めとした次世代産業に挑戦できる環境の整備と、企業間や産学官など多様な主体による交

流や連携を通じた新技術及び新製品の開発を促進する。また、本市の主要産業である第二次産業の活力を

維持するとともに、第三次産業などによる雇用創出を図り、本市の強みである安定した雇用環境のさらな

る強化を図る。

■ 基本的方向

○ 本市の主要産業である第二次産業については、企業の誘致や起業支援に取り組むとともに、製

造拠点の整備を進め、安定した雇用環境の維持に努める。

○ 第三次産業の企業誘致や起業支援、中小企業の支援など、女性や若年層が市内での就職の希望

をかなえられるような雇用環境の強化を図る。

○ 第一次産業については、農商工連携による 6 次産業化などの新たな産業の創出や、地域産業と

しての活力を向上させるための取組を行う。

■ 主な施策

豊かな生活が確保されるよう地域での雇用の安定的な確保を目指すとともに、年齢や性別、国

籍、障がいの有無にかかわらず、誰もがやりがいのある仕事を持って安心・充実して働き暮らせる

「ワークライフタウン」の実現を目指す。主な施策としては基本的方向に従い、下記をはじめとし

た、雇用創出・起業支援等に取り組む。（詳細は P.21 参照）

【雇用の創出】

次世代産業を含めた企業立地の促進を図るために、第二次産業系の企業の誘致を行うととも

に、産業の新たな拠点となる工業団地の整備を進める。また、全国第 1 号で認定された創業支援

事業計画を、オカビズ※を核として、市及び創業支援事業者（岡崎商工会議所、岡崎信用金庫、

日本政策金融公庫岡崎支店 H27.12 時点）が一丸となって推進する。

● 雇用創出に関する施策

◇ 企業誘致

◇ 阿知和地区工業団地造成事業推進

◇ 創業支援事業計画推進

◇ 保育士の就労支援（2017 年度～）

◇ 潜在看護師の復職支援（2017 年度～）

◇ 介護職員の人材確保（2018 年度～）

◇ UIJ ターン就業・起業支援（2019 年度～）

※ オカビズとは、岡崎ビジネスサポートセンターの通称である。オカビズでは岡崎市内外の中小

企業や起業家へ相談の場を設け、事業の支援を行っている。
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【中小企業支援】

オカビズなどの中小企業や起業志望者の相談・支援の場を運営していく。また、市、商工会議

所・商工会、オカビズ、税理士等の士業関係者、金融機関等による中小企業支援機関ネットワー

ク構築と支援体制の強化や、岡崎商工会議所と共同で岡崎ものづくり推進協議会による産学官連

携に取り組む。

● 中小企業支援に関する施策

◇ ビジネスサポートセンター運営

◇ 中小企業育成支援

◇ 産業支援機能強化対策

◇ 産学官連携支援

【農林業支援】

農業については、農産物の加工による高付加価値化とともに、直接販売などを通して所得向上

を図るため、農産物のブランド化や 6 次産業化を支援する。また、林業については、木の駅プロ

ジェクトなど、地元産材の活用を推進し、山林の保全や地域活性化の支援に取り組む。

● 農林業支援に関する施策

◇ 農産物ブランド化・6 次産業化支援

◇ 木の駅プロジェクト

◇ 岡崎市産材住宅建設事業費補助

◇ 産地活性化プロジェクト支援（2019 年度～）

◇ 岡崎おうはん地鶏ブランド化推進（2020 年度～）

■ 成果指標

成果指標は、求人率や起業数などの雇用に関わる指標や、市内総生産などの経済活動に関わる指

標を、採用する。

成果指標 内容

有効求人倍率
・今後 6 年間で、有効求人倍率を 1.50 以上に維持する（2015 年 7 月

時点で 1.40）

新規事業所の起業数 ・今後 6 年間で、新規事業所の年間起業数 100 件以上を維持する

市内総生産
・今後 6 年間で、市内総生産を年間１兆 6 千億円にする（2012 年時点

で１兆 4 千 8 百億円）
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基本目標② 魅力づくり ～交流人口・定住人口の増加、シティプロモーションの推進～

将来にわたり、市が活力を維持し持続的に発展するため、新たな視点での魅力づくりと効果的な情報発

信を行うことによる岡崎ブランドの向上と岡崎ファンの拡大をし、市内外の多くの人から認められ選ば

れる都市を目指すものとする。そして、本市の良好な居住環境や観光といった魅力の PR と強化を行い、

観光客などの交流人口の増加を図り、市内への定住化を促進する。

■ 基本的方向

○ 統一した本市のブランドイメージを創出し、市民が一丸となってシティプロモーションに取り

組む。

○ 他地域からの転入促進や、地元志向の強さを生かす地元出身者の U ターン促進などにより、定

住人口の増加を図る。

○ 歴史的観光資源などの観光の魅力を PR し、より広域での交流人口の拡大を目指す。

○ 観光客の受け入れ体制の充実など、交流人口の拡大に向けてまちの整備やサービスの強化を図

る。

■ 主な施策

本市の持つ資源を活かし、市内外の人に自慢できるようなまちやまちのブランドイメージを生み

出し、市外から人を呼び込み、地域における交流拠点となるまちを目指す。主な施策としては、基

本的方向に従い、下記をはじめとした、魅力づくり、シティプロモーションなどに取り組む。（詳

細は P.22 参照）

【定住・交流人口の増加】

UIJ ターンの推進や田舎暮らし移住者の支援など、本市への移住・定住の促進に取り組む。

また、定住・交流人口の拡大を目指し、市内外の人への岡崎の魅力発信や観光おもてなし環境

整備などの魅力向上及び、良好な景観の保全・創出や本市固有の歴史的風致の維持向上に取り組

む。

● 定住・交流人口の増加に関する施策

◇ 田舎暮らし移住者支援

◇ 観光おもてなし環境整備

◇ 観光啓発

◇ 岡崎オリジナル観光の推進（2018 年度～）

◇ まちなみ修景支援

◇ 伝統行事の活性化支援

◇ 景観・歴史的風致形成推進

◇ 国際大会等誘致（2019 年度～）

◇ 歩行者系案内サイン設置（2020 年度～）
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【シティプロモーションの推進】

市民による主体的な発信活動の推進と、魅力情報が市内外に拡散する仕掛けづくりにより「岡

崎ファン」の拡大を図る。また、公民連携して推進する観光事業に際して有効な情報を積極的に

拡散する。

● シティプロモーションの推進に関する施策

◇ 魅力の発信

◇ プロモーションサポーターの活用（2018 年度～）

◇ 乙川リバーフロント事業プロモーション

◇ 桜植樹推進事業（2017 年度完了）

◇ ホストタウン交流推進（2020 年度～）

【教育・文化の振興】

教育や文化を取り巻く社会環境の変化や求められる役割の変化に対応し、市民一人一人の生涯

にわたる学習などの推進を図るとともに、未来を担う子どもたちが学ぶ楽しさを実感できる環境

や本市の魅力向上につながる文化振興を実現させる。また、本市に所在する我が国屈指の研究機

関である自然科学研究機構や関係企業及び関係教育機関との連携を強化し、先進的な教育都市を

目指すものとする。

● 教育・文化の振興に関する施策

◇ ICT を活用した授業

◇ スーパーサイエンススクール推進

◇ ジャズの街岡崎推進

◇ 文化情報発信

◇ 小中学校環境整備（2019 年度完了）

■ 成果指標

成果指標は、転出入者数などの社会増に関わる指標や、観光入込客数などの交流人口に関わる指

標を採用する。

成果指標 内容

観光入込客数 ・6 年後の観光入込客数 613 万人にする（平成 26 年 4,484,421 人）

転入者数
・今後 6 年間で年間転入者数 1 万 5 千人を維持する（2014 年の年間転

入者数は 1 万 4 千人）

転出者数
・今後 6 年間で 10～29 歳の首都圏への年間転出者数を 500 人以下にす

る（2014 年の首都圏への年間転出者数は 600 人）
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基本目標③ 結婚・出産・子育て環境づくり ～安心して子育てできる、豊かな情操を育む～

次代を担う子どもたちを安心して産み育てることができる環境を基本に、豊かな人間性を育み自らた

くましく成長するため、家族や地域の中で子どもたちの自主性を尊重し、活き活きと学び遊べる環境の実

現を目指すものとする。そのため、若い世代の経済的安定を図るとともに、地域社会全体で出産・子育て

を支援する体制を整備することで、若い世代の結婚・出産の希望をかなえ、安心して子育てができる環境

づくりに努める。

■ 基本的方向

○ 子育て家庭、学校、地域、事業者、行政などが一体となり、社会全体で子育ち・子育てできる

環境を支え、子育てに夢や希望を持つことができる取組を推進する。

○ 結婚を希望する若者の支援や、子育て世帯への経済的な支援、託児施設・保育所などの支援を

行い、安心して産み育てられる環境づくりを行う。

○ 仕事と子育てが両立できる社会を目指し、ワーク・ライフ・バランスの推進を図る。

■ 主な施策

若い世代の結婚や出産の希望をかなえるととともに、家族の事情によらず、夫婦が活き活きと社

会活動を行いながら、安心して子どもを産み育てることのできるまちを目指すものとする。主な施

策としては、基本的方向に従い、下記をはじめとした、結婚、出産、子育て支援に取り組む。（詳

細は P.23-24 参照）

【結婚支援】

社会的な風潮である結婚や家族観の変化を捉えながら、未婚者並びに晩婚化対策として、男女

の出会いの場の提供に取り組む。

● 結婚支援に関する施策

◇ 出会いの場の創出
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【出産・子育て支援】

第 3 子支援や予防接種の補助、不妊対策補助といった経済的な支援や、出産や子育てについて

の相談の場の設置、ヘルパーの派遣、子育て支援情報のメール配信、子育て支援団体とのネット

ワーク構築、及び女性の仕事と子育ての両立のための支援といった、産前産後の多面的な支援に

取り組む。

● 出産・子育て支援に関する施策

◇ 第 3 子支援

◇ 任意予防接種補助

◇ 不妊対策補助

◇ 子育て世代包括支援センター利用者支援事業（基本型・母子保健型）

◇ 産前産後家庭支援事業（ヘルパー派遣）

◇ 子育て支援情報配信

◇ 子育て支援団体とのネットワーク構築

◇ 男性相談窓口の推進（2020 年度～）

【子育て環境の整備】

誰もが子どもの幸せを第一に考え、子どもの利益が最大限に尊重されるよう取組を進め、ライ

フステージに応じた子育て生活の実現を支援する。また、子育て家庭を地域で支える取組を推進

し、子育てに関する相談体制や情報提供の充実を図る。

● 子育て環境の整備に関する施策

◇ 子育て支援員育成

◇ こどもの家管理運営

◇ 保育所の整備

◇ 保育士支援（2017 年度～）

◇ 放課後児童健全育成事業

◇ 子育て世代女性の就活支援（2017 年度～）

◇ 病児保育施設支援（2019 年度～）

■ 成果指標

成果指標は、結婚・出産に関する指標である合計特殊出生率と、子育て環境に関する指標である

待機児童数、女性の有業率を採用する。

成果指標 内容

合計特殊出生率
・今後 6 年間で、市の合計特殊出生率を 1.70 にする（2013 年の

合計特殊出生率は 1.67）

待機児童数 ・今後 6 年間で、待機児童 0 人を維持する

子育て世代女性の有業率
・今後 6 年間で、子育て世代にあたる 25～39 歳の女性の有業率

を 70％にする（2010 年の 25～39 歳の女性の有業率 60.5％）
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基本目標④ 生活環境づくり ～暮らしの安心を支える環境づくり、快適な生活環境の整備～

安定的な生活基盤を築くため、暮らしの安心を支える環境づくりや快適な生活環境の整備が必要であ

る。そのため、本市の良好な居住環境を維持するとともに、まちが抱える安心・安全の課題を解消し、誰

にとっても暮らしやすいまちづくりに取り組む。

■ 基本的方向

○ 良好な居住環境を維持し、交通や生活の安全性の向上などを図ることで、定住を考えるにあた

って、より魅力的なまちを目指す。

○ 今後の高齢化の進展にあっても、高齢者をはじめとして、誰にとっても、活発に活動できる暮

らしやすいまちづくりを行う。

○ 都市機能、拠点機能を、市民がより利用しやすいものにするための、まちづくりと公共交通網

の整備に取り組む。

■ 主な施策

災害に強く、犯罪の少ない、安心・安全なまちを目指すとともに、市民がより活き活きと活躍で

き、まちの活性化につなげるための基盤づくりを行う。主な施策としては、基本的方向に従い、下

記をはじめとした、まちづくりに取り組む。（詳細は P.25-26 参照）

【安全・安心なまちづくり】

近い将来発生が予想される南海トラフ地震に備えるための住宅・建築物の耐震化や減災化を促

進するとともに、近年の気候変動により頻発する局地的な集中豪雨への対応としての総合雨水対

策や、生活の安全性・治安の向上を図るための対応を推進する。

● 安全・安心なまちづくりに関する施策

◇ 木造住宅等耐震化補助

◇ 地域自主防災活動支援

◇ 防災都市づくり計画策定

◇ 総合雨水対策の推進（2018 年度～）

◇ 防犯カメラ設置補助（2019 年度完了）

◇ 防犯パトロール活動の充実（2017 年度～）

◇ 街頭防犯カメラ設置（2020 年度～）

◇ 特殊詐欺対策装置等購入費補助（2020 年度～）
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【快適なまちづくり】

環境に優しく快適なまちづくりを行うために、高齢者をはじめとした市民に生活交通としての

移動手段が確保されるよう公共交通の維持存続を図るとともに、エネルギーの地産地消による未

利用エネルギーの利活用やエネルギーセキュリティの向上に取り組む。

● 快適なまちづくりに関する施策

◇ バス路線対策

◇ 新エネルギーシステム設置等補助

◇ スマートコミュニティの推進

【機能集約】

地域住民にとって生活に必要な施設にアクセスしやすく、活発に活動できるまちづくりを行う

ため、立地適正化計画や額田支所の整備など、都市機能や拠点機能の集約化とともに、それらを

結ぶ公共交通ネットワークの形成を図る。

● 機能集約に関する施策

◇ 立地適正化計画策定（2018 年度完了）

◇ 公共交通ビジョン策定（2018 年度完了）

◇ 額田支所整備（2017 年度完了）

■ 成果指標

成果指標は、防災、防犯、環境に関する指標を採用する。

内容

耐震化率 ・今後 6 年間で、市内住宅の耐震化率 90％以上にする

犯罪認知件数
・今後 6 年間で、年間犯罪認知件数を 3,000 件以下にする（2014 年の

犯罪認知件数は 3,202 件）

温室効果ガス排出量 ・今後 6 年間で、市の温室効果ガス排出量を 2013 年度比で 5％減
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基本目標⑤ 地域づくり ～すべてのひと・モノが活き活きする地域～

地域資源を活かし、誰もが住み慣れた地域で安心して健やかに暮し続けることのできる、活力ある地域

づくりに努める。

■ 基本的方向

○ 空き家を地域資源として、地域の実情に応じた有効活用を図る。また、市民参加・協働の推進

や、中心市街地の公共用地を含む遊休不動産の民間主導の活用推進を図り、地域コミュニティ

の活性化につなげる。

○ 市民の予防医療や健康増進の意識啓発など、誰もが健康に活動できる地域社会を目指す。

○ 西三河南部東医療圏における救急医療体制の整備と一般病床数不足の解消を図り、安心な市民

生活の基盤整備を支援する。

■ 主な施策

高齢社会の中にあっても、多くの人が元気に活動できる社会を目指して、地域資源を活用すると

ともに、市民の健康増進と医療体制の整備に取り組む。

基本的方向に従い、下記をはじめとした、地域の活性化、健康増進、医療体制の整備に取り組

む。（詳細は P.27 参照）

【地域活性化】

地域資源である空き家等の利活用や流通・除却の促進を図るとともに、遊休不動産の活用を推

進し、年齢によらず、身近な場所で交流・活動できる場や、民間主導のリノベーションまちづく

りができる場の提供を図る。地域が自主性や主体性を最大限発揮できるよう市民協働を推進し、

地域コミュニティの活性化を図る。

● 地域活性化に関する施策

◇ 空き家対策の推進

◇ 中心市街地遊休不動産活用支援

◇ 中心市街地回遊促進（2018 年度～）

◇ サイクルシェアの導入（2017 年度～）

◇ 市民協働推進

◇ 山村活性化対策推進（2019 年度～）

◇ ＱＵＲＵＷＡ戦略推進（2020 年度～）

◇ コンベンション施設整備（2020 年度～）
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【健康増進】

高齢になっても健康で自立した生活が営まれるよう、健康づくりに関わる人材の育成から健康

づくりに関する知識の普及啓発などを行う。また、ライフステージに見合った健康づくりを推進

し、生活習慣病の発症予防や重症化予防を図る。

● 健康増進に関する施策

◇ 健康増進普及啓発

◇ 食育の推進

【医療・福祉の充実】

不足する一般病床数の確保や救急医療施設の整備など医療の充実を図るとともに、子どもの発

達に関する総合的支援施設の整備を行う。また、高齢者、障がい者、生活困窮者に対する相談支

援体制の拡充を図る。

● 医療・福祉の充実に関する施策

◇ 救急医療拠点施設整備支援（2019 年度完了）

◇ 早期発達支援（2017 年度～）

◇ 相談支援専門員配置

◇ 成年後見支援センターの運営

◇ 市民病院への診療機能集約（2019 年度～）

■ 成果指標

成果指標はコミュニティ活動に関する指標である遊休不動産の活用件数、市民の健康に関する指

標である健康寿命、医療に関する指標である二次救急医療実施率を採用する。

成果指標 内容

中心市街地遊休不動産

の活用件数
・今後 6 年間で、遊休不動産の年間活用件数 10 件以上を維持する

健康寿命
・今後 6 年間で、市民の健康寿命を男性 80 歳、女性 85 歳にする（2010

年の健康寿命は男性が 79.13 歳、女性が 83.50 歳）

二次救急医療実施率
・100％体制を確保する

（2015 年度の実施率は、夜間 62.0％、休日等 48.7％）
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４．総合戦略の推進について

市総合戦略は、本市だけでなく、国・県及び関係機関や専門家などと協力や連携をもとに、より効果

的な施策や取り組みを実施することが重要である。

市総合戦略の推進にあたっては、次の 3 点を留意して行うものとする。

４．１ 関係機関との連携

市総合戦略の施策は、経済・雇用、子育て支援、まちづくりなど多岐にわたる課題に一体として取組

み、本市が地域の活性化の核となるよう、本市だけでなく地域と協力・連携して取り組む必要がある。

総合戦略の推進においては、県や周辺自治体のみならず、市内外の教育機関、金融機関、労働団体、

報道機関、NPO、学識経験者などの主体と市人口ビジョンや市総合戦略で整理した課題、人口の将来展

望、取組の方向性を共有し、一体となって施策や取組を実施するものとする。

４．２ 国・県の制度・施策の活用

国においては、2014 年 12 月に「2060 年に 1 億人程度の人口を維持する」とした「長期ビジョン」

とその実現に向けた 5 か年の「総合戦略」を策定、また、2015 年 6 月には、「基本方針 2015」を策定

している。国は、地方の取組を後押しするため、地方自治体への情報提供や人的支援、新型交付金によ

る財政支援の取組を行うとしている。

県においても 2015 年 10 月に「愛知県人口ビジョン・まち･ひと･しごと創生総合戦略」を策定し、

2060 年の県人口 701 万人を想定し、基本目標とそれぞれの目標に対する施策及び成果指標を示し、国

の支援策を最大限活用し、 効果的な施策・事業の推進を図っていくとしている。

本市では、国や県の施策の動向を注視し、国や県の支援策などを活用することで、迅速かつ効果的な

施策の実施を行うものとする。

４．３ 総合戦略の進行管理

市総合戦略の推進にあたっては、総合戦略の進行管理の中で、定量的指標による各施策の効果検証を

行い、改善を図るための「PDCA サイクル」を確立し、市総合戦略の実効性を高めていくものとする。

「PDCA サイクル」の確立のために、関係機関や学識経験者からなる組織を設置し、年度ごとに、施

策・事業の進捗状況や数値目標、重要業績評価指標（KPI）の達成状況についての検証を行うととも

に、必要に応じて施策・事業の見直しを行う。
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５．今後の施策

今後、2015～2020 年度（６か年）に取り組む施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ）を、基本目標ごとに

下表に整理した。

【基本目標① しごとづくり】

施策 内 容 2020 年度 KPI

雇用の

創出

企業誘致

次世代産業を含む企業立地を促進することを目的

にして、製造業を中心とした工業系企業の誘致を

図る。

・奨励金交付件数 20 件

・奨励金新規認定件数２件

阿知和地区工業団地

造成事業推進

企業の工業団地への需要が高まる中、阿知和地区

に新規工業団地を造成する計画を推進する。

・北・南アクセス道路の詳

細設計完成

創業支援事業計画推

進

国から認定を受けた「創業支援事業計画」を推進さ

せ、産業支援機関とともに市内の起業・創業件数を

増加させる。

・起業・創業支援件数150件

保育士の就労支援

保育士・保育所支援センターにおいて、就職先の斡

旋等就労支援を行うとともに、潜在保育士の復職

支援を行い、保育士の人材確保につなげる。

・就職先の斡旋人数 80 人

潜在看護師の復職支

援

再就職希望者の看護実践力と就職意欲を高めるこ

とで、職場復帰を容易にするとともに、市内医療現

場の看護師確保につなげる。

・研修参加者数延べ 30 人

介護職員の人材確保

介護サービス事業所を通して介護職員のキャリア

アップを支援することにより、離職防止・定着促進

を図るとともに、経験者の復職と新たな人材確保

につなげる。

・資格取得者数 57 人

UIJ ターン就業・起業

支援

東京圏からの UIJ ターンによる就業・起業を支援

し、中小企業等の人材確保につなげる。

・補助金交付件数（就業・起

業）10 件

・ツアー参加者 15 人

中小企

業支援

ビジネスサポートセ

ンター運営

中小・小規模事業者の売上向上や創業支援するた

めの相談所を運営する。

・相談件数 2,000 件

・成果件数 120 件

中小企業育成支援

創業５年以内の方を対象とした「創業サロン」、中

小・小規模事業者のデザイン活用支援、新たな販路

開拓や新商品開発を支援する。
・セミナー参加者数 100 人

産業支援機能強化対

策

市、商工会議所・商工会、オカビズ、税理士等の士

業関係者、金融機関等による中小企業支援機関ネ

ットワーク構築と支援体制を強化する。

・支援機関ネットワーク活

動件数 30 件

産学官連携支援

岡崎商工会議所と共同で岡崎ものづくり推進協議

会を設置し、産学官連携を通じて製造業の高度化、

高付加価値化や販路開拓を支援する。

・補助金申請件数 40 件

・コーディネータ活動件数

600 件
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施策 内 容 2020 年度 KPI

農林業

支援

農産物ブランド化・６

次産業化支援

農業者等（一次産業）が、生産した農産物を、加工・

製造等（二次産業）、流通・販売等（三次産業）を

一体的に取り組むことにより、地域に根ざした農

産物加工品等を創出し、ブランド化を目指すこと

で、本市農業の活性化を目指すよう支援する。

・補助金交付件数 10 件

木の駅プロジェクト

額田地域を主とする市内全域において、当該事業

をインセンティブとして、放置林の間伐等の森林

整備を推進し、森林の公益的機能の向上及び木材

利用の拡大を図る。また搬出した木材の対価とし

て地域通貨を発券し、地域の商店等で利用するこ

とで、地域経済の活性化を図る。

・出荷材積量 1000ｔ

岡崎市産材住宅建設

事業費補助

岡崎市産材の利用促進、森林整備の推進、林業・木

材業・建築業等の地域活性化を図るため、住宅建築

に対する補助金及び斡旋事業者への奨励報奨金を

交付する。併せて、関係団体を通して地元材の普及

を促す啓発に努める。

・助成件数 10 件

産地活性化プロジェ

クト支援

いちご栽培の生産拠点ほ場を設置することで生産

者の技術向上を図るとともに、新規に就農する生

産者の実践の場としても活用し、産地の活性化を

図る。

・補助件数１件

岡崎おうはん地鶏ブ

ランド化推進

「岡崎おうはん」は、希少価値が高く流通量が少な

いため、市内でも認知度が低い。地元で開発された

高品質な肉・卵を「あいちブランド」「岡崎ブラン

ド」として、広く国内に PR して需要を拡大し、養

鶏王国あいちの活性化を図るとともに、市内の消

費量及び観光消費額の増大を図る。そして、また、

新たな食の魅力づくりを行い、広く発信すること

で本市が目指す「観光産業都市 岡崎」の実現に向

けて一役を担う。

・行動計画の策定
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【基本目標② 魅力づくり】

施策 内 容 2020 年度 KPI

定住・

交流

人口の

増加

田舎暮らし移住者支

援

市内振興山村地域にある空き家を借りて移住する

者に対し、空き家の改修に関する費用の一部を補

助する。

・補助制度を利用した

移住件数２件

観光おもてなし環境

整備

ストーリー性のある観光案内ができる人材を養成

し、旅行会社等のツアーへ派遣する仕組みを構築

する。観光客の岡崎を知りたいニーズに応える。

・派遣延べ人数 100 人

観光啓発

民間事業者と連携して岡崎観光総合サイトの利便

性の向上を図り、来訪者の満足度を高める。また、

サイトのログ情報をマーケティングに活用し、観

光交流の拡大を図る。

・総合観光サイトアクセス

数 600 万件

・来訪者満足度 68％

岡崎オリジナル観光

の推進

観光基本計画アクションプランの基本戦略に基づ

き、ストーリーや価値を付加し、岡崎の資源を演出

し、観光産業の更なる活性化を図る。

・観 光客 の土 産購入費

982.8 円

まちなみ修景支援

法令等及び条例に基づき指定する区域内の建築物

及び工作物（屋外広告物を含む。）の外観修景又は

景観・歴史的風致を損なっている建造物等の景観

上の改善事業に対して助成する。

・助成件数３件

伝統行事の活性化支

援

歴史まちづくり法に基づき国の認定を受けた岡崎

市歴史的風致維持向上計画に記載された維持向上

の対象となる地域固有の歴史及び伝統を反映した

人々の活動の継承に対して助成する。

・助成件数３件

景観・歴史的風致形

成推進

景観計画、眺望計画及び歴史的風致維持向上計画

の推進のため、岡崎城周辺など中心市街地の景観

形成及び優れた眺望景観の保全のためのルールづ

くりなど、法令等及び条例に基づき指定する、区域

内の景観・歴史的風致形成に向けたデザインルー

ル又はガイドライン等を策定する。

・眺望景観保全基準の検討

・景観形成方針基準の検討

・調査整理 実施

国際大会等誘致

東京 2020 オリンピック・パラリンピックをきっか

けに市民のスポーツ意識を高揚し、スポーツレベ

ルの向上をはじめとする多様な効果を見据え、国

際スポーツ大会等の誘致を行う。

・東京 2020 オリンピック・

パラリンピック強化キャ

ンプの実施

歩行者系案内サイン

設置

乙川リバーフロント地区の来訪者が回遊する歩行

者空間の整備構想に法り、歩行者系案内サインを

設置する。

・設置数８基
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施策 内 容 2020 年度 KPI

シティ

プロモ

ーショ

ンの推

進

魅力の発信

本市が将来にわたり活力を維持し持続的に発展す

るため、従来のまちづくりに新たな魅力を付加し、

それを市内外に発信するシティプロモーションを

推進する。

・岡崎ルネサンスホームペ

ージアクセス数 30 万件

・魅力ブック配布数 3万部

プロモーションサポ

ーターの活用

プロモーションサポーターを活用し、関係市民（住

民を含む岡崎と関わりのあるかた）の主体的な情

報発信や地域活動への参加を促し、多様な関わり

方で岡崎との縁や関係を深め、岡崎の好イメージ

を定着させていく。

・成果発表の写真展の開催

１か所

乙川リバーフロント

事業プロモーション

国土交通省に登録された「乙川リバーフロント地

区かわまちづくり」と連携し、歴史的文化遺産と乙

川の水辺空間を活かしたまちづくりを進めるた

め、ＰＲイベント等により、市民・観光客へ魅力の

発信を行う。

・イベント入込客数

38,000 人（晴天時）

12,000 人（雨天時）

ホストタウン交流推

進

岡崎市が 2020 年東京オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会に向け国が推進するホストタウンにつ

いて、中華人民共和国ならびにモンゴル国のホス

トタウンに登録された。この登録を契機に今後交

流を継続し、市の魅力も発信していく。

・イベント入込客数 100 人

教育・

文化の

振興

ICT を活用した授業

次代を担う子ども達に ICT のアクセシビリティー

を最大限に生かし、最先端の技術を取り入れた充

実した質の高い教育を施すことで、魅力ある子育

て環境づくりを目指す。

・活用校数（小学校）

47 校

・活用校数（中学校）

20 校

・活用校数（適応指導教

室）２施設

スーパーサイエンス

スクール推進

市内の研究機関、企業、高校と連携して先進的な理

科教育を推進する。
・実施回数 38 回

ジャズの街岡崎推進

本市のブランド化、街の活性化、文化・観光等の振

興を図るため、市民と行政が協働で『ジャズの街岡

崎』を国内外に発信する。

・入場来場者数 31,850 人

文化情報発信

あいちトリエンナーレを契機としたアート事業の

継続により、市民がアートに触れる機会を設け、文

化芸術に対する関心を高め文化芸術を根付かせて

いく。

・メディア掲載件数９件

小中学校環境整備

児童及び生徒にとって望ましい学習環境と健全な

学校生活を営む機会の創出を図るため、小学校及

び中学校の教室等へ空調設備を整備する。

（2019 年度完了）

・空調設備設置完了
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【基本目標③ 結婚・出産・子育て環境づくり】

施策 内 容 2020 年度 KPI

結婚

支援
出会いの場の創出

結婚に意欲的ではあるものの、適当な相手に巡り

会う機会の少ない若者に対し、出会いの場を提供

することで結婚の促進を図る。

・参加者数 20 人

出産・

子育て

支援

第３子支援

18 歳未満の児童を３人以上養育している世帯で、

第３子以降の０・１・２歳児が保育園に入園してい

る場合に保育料を軽減する。

・第３子以降に係る保育料

の軽減

任意予防接種補助

感染症の発生及びまん延防止のため、任意でのロ

タワクチン及びおたふくかぜワクチン予防接種費

用の一部を助成する。

接種率

・ロタワクチン 94％

・おたふくかぜワクチン

90％

不妊対策補助

保険外診療の人工授精に関する治療（一般不妊治

療）と体外受精及び顕微授精（特定不妊治療）以外

の方法では妊娠の見込みがない不妊に悩む夫婦に

対して、経済的負担の軽減を図るため、治療に要す

る費用の一部を補助する。

・補助対象者の母子健康手

帳交付割合

一般 16.6％

特定 50.0％

・補助金交付件数

一般 310 件

特定初回 150 件

子育て世代包括支援

センター利用者支援

事業（基本型・母子

保健型）

妊娠期から子育て期にわたる母子保健や育児に関

する相談について利用者支援専門員を配置し、妊

娠、出産、子育てについて、切れ目ない支援を実施

する。

・妊娠届出時の専門職によ

る面接実施 98％以上

・支援ニーズの高い妊産婦

への支援実施 80％以上

・利用者支援事業利用者数

延 3,000 組

産前産後家庭支援事

業（ヘルパー派遣）

妊娠中及び出産後間もない時期で体調不良等によ

り、日中家族からの支援が受けられない方に対し

てヘルパーを派遣し、家事や育児の支援を行う。

・延べ利用時間 2,151 時間

子育て支援情報配信

妊娠、出産、育児に係る不安感を軽減するととも

に、市の支援サービスの利用に繋げるため、電子メ

ールを利用した情報配信を行う。出産予定日や子

どもの誕生日を登録し、それぞれの時期に合わせ

た情報を提供する。

・メール配信サービス登録

者数 2,400 人

子育て支援団体との

ネットワーク構築

社会全体で子育てを支援する環境を整えるため、

地域で子育て支援を行う NPO や市民活動団体との

ネットワーク構築を進める。各団体が行う講座や

支援活動の情報を子育て世帯に届けるなど、団体

相互の連携を図る。

・市が紹介できる子育て支

援団体数 32 団体

男性相談窓口の推進

男女が、職場や家庭など、様々な人間関係のもと生

き辛さを感じながら生活している中、従来から開

設している女性相談に加え、男性相談を開設する。

男性相談では、弱音を吐いてはいけないという「男

らしさ」を外すきっかけを提供し、相談者が自ら問

題を解決できるように支援する。その他、男性のＤ

Ｖに関する相談も受けることとし、一人ひとりの

状況に応じた支援を行う。

・開設日数 25 日
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施策 内 容 2020 年度 KPI

子育て

環境の

整備

子育て支援員育成

保育、子育て支援の現場の働き手を増やし保育サ

ービスを充実させていくために、子育て支援員の

養成及びスキルアップを目指した研修を実施す

る。

・研修受講者 95 名

こどもの家管理運営

主に小学生を対象に安全な遊び場を提供するた

め、こどもの家を管理運営する。夜間等、児童が利

用しない時間帯は学区民の健康づくりに活用され

る。また、小学生の放課後対策として地域ボランテ

ィアの協力を得て、放課後子ども教室を実施する。

・利用者数延べ 80 万人

保育所の整備

既設園舎の建替・改修を行うとともに、岡崎地区の

今後の保育需要に対応するため、保育所の新設を

進める。

・施設整備進捗率 70％

保育士支援

市内大学との包括外部協定に基づく充実したセミ

ナーの実施等により、若手保育士の不安解消をは

じめ、現任保育士への支援を行い、離職防止を含め

保育の質の向上を図る。

・研修受講者満足度 90％

放課後児童健全育成

事業

放課後児童クラブを設置し、就労等の理由で昼間

保護者が家庭にいない小学生に、放課後等の安全・

安心な生活の場所を提供する。クラブの未設置地

域や利用希望者が定員を超過する地域について

は、計画的に整備を進め、事業の拡大を図る。

・放課後児童クラブ利用者

数 2,860 人

子育て世代女性の就

活支援

育児休業中(後)や子育て中の女性のための就労相

談や情報交換の場を提供する等により、働く意欲

のある女性の不安解消と就労を促進する。

・就労相談会等の開催５回

病児保育施設支援

2015 度のおかざきっ子育ちプランで、病児保育事

業については「医療機関併設型」にて検討を進める

としている。市内小児科施設で病児保育事業実施

のため、協議・条件が整い次第、整備、事業を実施

し、集団保育困難な期間の一時的な預かりを行う

ことで、保護者の子育てと就労の両方を支援する。

・補助件数１件
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【基本目標④ 生活環境づくり】

施策 内 容 2020 年度 KPI

安全・

安心な

まちづ

くり

木造住宅等耐震補助

近い将来発生が予想される南海トラフ地震発生に

より、住宅や建築物に大きな被害が出ると想定さ

れている。大切な家族の命や財産を守るため、住

宅・建築物の耐震化や減災化を促進するため、耐震

性の無い住宅・建築物の耐震化事業に対し補助金

を交付する。

・耐震診断件数 400 件

地域自主防災活動支

援

今後発生が懸念される南海トラフ地震などの大規

模災害に備え、各地区の主体的な減災活動を活性

化するための人材の発掘と育成をする。

・岡崎市防災指導員の延べ

活動回数 558 回

防災都市づくり計画

策定

南海トラフ地震の新たな被害想定結果から行った

災害危険度判定調査結果に基づき、都市レベル及

び地区レベルで災害に対する課題設定を行い、防

災に係る都市づくりの基本方針や具体的施策を定

めるほか、地域住民自らが地区の防災まちづくり

について関わるとともに、まちづくり協議会等の

運営をしていく仕組みをつくるなど、ソフトとハ

ードを組み合わせた「災害に強い空間づくり」へ向

けた計画を策定する。

・まちづくりルールの検討

地区数１地区

総合雨水対策の推進

総合雨水対策計画に基づき、市民・事業者・行政が

一体となった効率的で効果的な浸水対策を推進

し、早期に被害の軽減を図る。

・浸水深表示施設設置数

12 か所

防犯カメラ設置補助

学区総代会が行う街頭への防犯カメラ設置に対

し、補助金を交付する。各学区総代会から提出され

た実施計画書を基に審査し、予算額の範囲内で交

付を決定する。

（2019 年度完了）

・助成件数 57 件

防犯パトロール活動

の充実

地域の自主防犯活動の継続的な活動の支援によ

り、地域の防犯意識を高め、犯罪が発生しにくい環

境をつくる。

・自主防犯活動団体数

180 団体

街頭防犯カメラ設置
犯罪が起こりにくい生活環境を保持するため、防

犯カメラを設置する。
・設置台数 450 台

特殊詐欺対策装置等

購入費補助

特殊詐欺被害の未然防止のため、高齢者に対し通

話録音装置等購入費を補助する。
・助成件数 500 件
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施策 内 容 2020 年度 KPI

快適な

まちづ

くり

バス路線対策

市民生活に必要不可欠な民間バス路線の欠損額に

補助を実施し、生活に必要な移動手段を確保する

とともに、バス基幹軸や地域内交通による持続可

能なバスネットワークの確保・維持を推進する。

・補助路線等利用者数

153 万人

新エネルギーシステ

ム設置等補助

地球温暖化の推進に関する法律で義務付けられた

「岡崎市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」

に基づき、市内の住宅に設置する新エネルギーシ

ステム設置又は次世代自動車購入に係る経費の一

部を補助する。

累計

・太陽光発電 11,290 戸

・家庭用燃料電池 950 基

・ＨＥＭＳ1,090 基

・蓄電池 1,060 基

・次世代自動車 1,090 台

・Ｖ２Ｈ13 基

・ＺＥＨ70 戸

・断熱窓５件

スマートコミュニテ

ィの推進

エネルギーの地産地消によるエネルギーセキュリ

ティ向上や、低炭素型社会の実現、環境負荷の低減

や市民の利便性・快適性の向上など、近年の様々な

社会要求に対し、まちづくりという面的な視点か

ら実現を図る。

・スマート化推進支援の実

施

機能

集約

立地適正化計画策定

都市再生特別措置法第 81条に定める住宅及び都市

機能増進施設（医療、福祉、商業施設等）の立地の

適正化を図るための計画であり、将来都市構造の

集約化を基本理念とし、都市機能を誘導すべき「都

市機能誘導区域」と居住を誘導すべき「居住誘導区

域」の２つの区域設定やその誘導施策等を定める

計画を策定する。

（2018 年度完了）

・都市機能誘導区域（地域

拠点）の設定

・居住誘導区域の設定

公共交通ビジョン策

定

立地適正化計画で示す長期的な将来都市構造と整

合した公共交通の将来像を検討する。

（2018 年度完了）

・ビジョン策定
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【基本目標⑤ 地域づくり】

施策 内 容 2020 年度 KPI

地域

活性化

空き家対策の推進

2015 年５月 26 日に施行された「空家等対策の推進

に関する法律」を運用していく。同法に規定される

空家等対策計画の策定するための実態調査、デー

タベースの整備、協議会の設置運用等を行い、空き

家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施す

る。

・空き家バンクの登録件数

20 件

・セミナー参加者数 100 人

中心市街地遊休不動

産活用支援

人口減少、高齢化、少子化、雇用や地域づくりの担

い手不足、空き店舗の増加等によるまちの賑わい

の低下や地域コミュニティの希薄化などの諸問題

を解決するため、空き店舗等の遊休不動産を活用

し、地域再生を自ら実践する人々が出会う場を提

供する中で、地域を見守る自立型民間組織の結成

を促す。

・リノベーションによる物

件活用件数２件

中心市街地回遊促進

乙川ＲＦ地区公民連携まちづくり基本計画に基づ

き、地区内の主要回遊動線（ＱＵＲＵＷＡ）上の公

共空間における新たな利活用を促し、沿道から周

辺地区へ波及させ、暮らしを豊かにする賑わい空

間を創出する。あわせて、公的不動産を活用して都

市機能の集積を図り、エリア価値の向上に繋げる。

・公共空間における民間事

業活動日数 70 日

サイクルシェアの導

入

市内中心部をはじめ点在する観光施設間の移動手

段として ICT を活用した電動サイクルの導入によ

り、回遊性を向上させ市内中心部の活性化及び交

通のスマート化を図る。

・年間売上 360 万円

市民協働推進

市民活動や地域活動の支援を通して市民協働推進

体制の充実を図り、多様化する市民ニーズや地域

課題の解決を図る。また、男女共同参画の推進に向

け、学生等を対象に次世代リーダーの育成を図る。

・提案協働事業 3事業

・研修回数 3回

・リーダー数 10 名

山村活性化対策推進

「岡崎市ぬかたブランド協議会」への支援を通し

て、地域資源の発掘やそれらを活用する人材育成、

組織づくりを支援し、額田地域の活性化を図る。

・地域資源の活用に向けて

取り組む人 累計 20 人

ＱＵＲＵＷＡ戦略推

進

「第 10 期実施計画事業（事業化認定事業）」乙川

リバーフロント地区整備を進めるなかで、周辺の

町内や商店街等と連携を図り、魅力あふれる観光

産業都市創造の基盤となるまちづくりを行うとと

もに、乙川の水面を活用し、乙川リバーフロント地

区整備計画の情報発信を行うほか、人流分析カメ

ラ設置と情報公開によって民間投資の誘導を図

る。

・整備個所数 13 件

コンベンション施設

整備

MICE などの「交流拠点施設」並びに乙川の水辺空

間などを活用した「健幸づくりの拠点施設」として

コンベンション施設を整備し、市民や事業者、来街

者による経済活動が活発になることにより、地域

経済の持続的な活性化を目指す。

・事業契約
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施策 内 容 2020 年度 KPI

健康

増進

健康増進普及啓発

健康増進に関する健康教育、普及啓発、栄養指導等

を実施し、健康づくりを行う市民にインセンティ

ブを付与する「おかざき健康マイレージ事業」を推

進する。

・血糖値が高値の人の割

26.3％以下

・おかざき健康マイレージ

事業参加延べ数 5,500 人

食育の推進

岡崎市食育推進計画に基づき、食育について広く

市民に普及啓発を図るとともに、地域における食

育を自主的に推進するボランティアの育成と活動

の支援を実施する。また、食育推進運動の活性化を

図るため、関係機関で実施される食育関連事業と

の連携・協働を推進する。

・１日あたりの野菜摂取量

290g

・食育総合展示会来場者数

５万人

医療・

福祉の

充実

救急医療拠点施設整

備支援

市南部地域への新病院（大学病院）の建設支援を通

して、二次救急医療の通年実施体制を構築する。

（2019 年度完了）

・建設支援の実施完了

・地域医療に関する有識者

会議の開催

早期発達支援

こども発達相談センターを中核とした、発達に心

配のある子の全市的支援体制を整備し、支援の必

要な子どもに対して早期に支援する。

・専門相談件数 420 件

相談支援専門員配置

地域にアウトリーチし、障がいや生活困窮など複

数分野の問題を抱えているなど、制度の狭間にあ

る対象者や世帯に対し、相談支援を分野横断的か

つ包括的に支援する。

・困難事例対応件数 180 件

成年後見支援センタ

ーの運営

認知症や知的障がい、精神障がいなど特に支援が

必要な方の権利を擁護するとともに、権利が損な

われないように相談に応じるなど、住み慣れた地

域において、安心して暮らしつづけられるように

支援する。

・相談件数 2,530 件

市民病院への診療機

能集約

愛知県がんセンター愛知病院の経営移管を受け、

がんを始めとする診療機能を市民病院へ集約し総

合的な医療を提供することで、高齢者人口の増加

に伴う医療需要の増大に応えるとともに圏域内の

紹介患者を増加させていく。

・市民病院で乳腺外科外来

診療開始


	■ 目的
	１．基本的な考え方
	１．１　岡崎市の強みと課題
	（１）自然増
	① 強み
	② 課題

	（２）社会増
	①強み
	②課題

	（３）地域構造
	①強み
	②課題



	２．重視すべき視点
	２．１　安定した雇用環境の維持・地域産業支援
	２．２　魅力創出と地域外へのPR・地域外との結びつきの促進
	２．３　結婚・出産・子育てへの希望の実現
	２．４　より住みやすいまちづくり、活力あるコミュニティづくり

	３．基本目標と施策及び成果指標
	基本目標① しごとづくり ～安定した雇用の創出、企業の支援～
	基本目標② 魅力づくり ～交流人口・定住人口の増加、シティプロモーションの推進～
	基本目標③ 結婚・出産・子育て環境づくり ～安心して子育てできる、豊かな情操を育む～
	基本目標④ 生活環境づくり ～暮らしの安心を支える環境づくり、快適な生活環境の整備～
	基本目標⑤ 地域づくり ～すべてのひと・モノが活き活きする地域～

	４．総合戦略の推進について
	４．１　関係機関との連携
	４．２　国・県の制度・施策の活用
	４．３　総合戦略の進行管理

	５．今後の施策

