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「第三次守谷市総合計画（案）」の第３回守谷市総合計画審議会以後の修正内容 
 

 

ページ 

(前回) 
修正前（第３回審議会時点） 修正後（今回：第４回審議会時点） 

目次 基本計画 

01施策の体系 

１ 重点プロジェクトの位置づけ 

２ 施策の体系 

 

付属資料 

１ 将来人口推計の基礎資料 
２ 施策実現のための取組の数値目標一覧 
３ 市民アンケート等の概要 
４ 第三次守谷市総合計画策定の経過 
５ 守谷市総合計画審議会 
６ SDGs の17の目標 
７ 用語集 
 

基本計画 

01施策の体系 

１ 施策の体系 

２ 重点プロジェクトの位置づけ 

  

 

１ 将来人口推計の基礎資料 
１.１ 本計画における将来人口推計の流れ 
１.２ 推計方法 

２ 施策、実現のための取組の数値目標一覧 
３ 市民アンケート等の概要 

３.１ 『第三次守谷市総合計画』に関わる市民アンケート調査 
３.２ 『まち･ひと･しごと創生総合戦略』将来のまち 高校生アンケート調査 
３.３ 『まち･ひと･しごと創生総合戦略』将来のまち 市民アンケート調査 

４ 第三次守谷市総合計画策定の経過 
５ 守谷市総合計画審議会 
６ SDGs の17の目標 
７ 用語解説 

 

 基本構想  
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001 重点プロジェクト 

第２期守谷市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

 

総合戦略 第２期 第３期 

着色変更 

 

着色変更 

005 守谷市をとりまく社会環境の変化からみたまちづくり方向性 

 

（文言・イラストの配置変更） 

 

 

 

 

 

 

008 04 将来像の実現に向けて 

   守谷市におけるまちづくりの方向性 

 人口減少社会においても（略）選ばれ続ける魅力づくり 

 住民が主役の自立した地域づくりによる質の高い空間の創出 

 超スマート社会の到来に向けたデジタル技術活用の推進 

 さまざまな危機に備え安全安心で強靭なまちの創造 

 シニアが生きがいを持って元気に活動できる社会の実現 

 

（２項目以降を並べ替え）  

 人口減少社会においても（略）選ばれ続ける魅力づくり 

 シニアが生きがいを持って元気に活動できる社会の実現 

 住民が主役の自立した地域づくりによる質の高い空間の創出 

 超スマート社会の到来に向けたデジタル技術活用の推進 

 さまざまな危機に備え安全安心で強靭なまちの創造 

010 [重点プロジェクト]第２期守谷市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

●誰もが安全に安心して働ける環境をつくる 

（４項目目） 

●誰もが   安心して働ける環境をつくる 

011 05 将来指標   

 １ 人口の見通し 

目標年次における将来指標として、人口の見通しを設定しました。  

                                

 

 

目標年次における将来指標として、人口の見通しを設定しました。な

お、本計画では人口の算定にあたって常住人口を基礎としています。 

人口減少社会においても～ 

シニア世代が生きがいを～ 

 住民が主役の自立した地域～ 

 超スマート社会の到来に～ 

 さまざまな危機に備え～ 

 

人口減少社会においても～ 

住民が主役の自立した地域～ 

超スマート社会の到来に～ 

さまざまな危機に備え～ 

シニア世代が生きがいを～ 
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１.１ 人口と世帯 

（グラフ下に注釈を追加） 

 

注釈：16 ページで、常住人口や見通しの算出について説明しています。 

013 ２.３ 歳入・歳出の見通し 

歳入面では、（略）。 

歳出面では、（略）。また、        子育て支援関連や社会保

障費の財政需要も拡大傾向にあります。 

         、計画期間内における本市の財政状況は厳しく、

何らかの対策を行わないと、市政が立ち行かなくなる恐れがあります。 

総合計画を実効性のある計画とし、持続可能な財政運営を行っていく

ためには、毎年度の予算編成を通して経費を圧縮するほか、抜本的な改

革により、財源不足を解消していく必要があります。 

 

歳入面では、（略）。 

歳出面では、（略）。また、教育関連を含めた子育て支援  や社会保

障費の財政需要も拡大傾向にあります。 

このような状況の下、計画期間内においては、毎年度、歳入歳出差引

額が歳出超過となり、厳しい財政運営が続くものと見込まれます。 

今後             、持続可能な財政運営を行っていく

ためには、収支改善に向けた取組の積み重ねが必要となります。 

013 同上 

 財政見通し（棒グラフも修正） 

  【修正後】 

 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

歳入額推計 25,494 25,814 27,298 26,457 24,866 24,326 24,215 24,216 24,871 

歳出額推計 26,446 26,342 28,278 27,274 26,049 24,931 24,971 25,000 25,934 

  【修正前】 

 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

歳入額推計 26,114         26,526 28,013 27,151 25,512 25,075 24,865 24,869 25,524 

歳出額推計 26,715  27,120 29,060 28,058 26,735 25,719 25,761 25,792 26,729 

  

注釈：歳入・歳出額の見通しは、今後の経済情勢等の変動を考慮しない 注釈：歳入・歳出額の見通しは，今後の経済情勢等の変動を考慮しない
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想定において、現時点の将来計画に基づき作成しています。 

 

 

下表は財政計画で示す収支改善に向けた取組を加味    した 

   場合の財政調整基金残高です。 

想定において             作成しています。 

また，歳出額の超過については，財政調整基金の取崩し等を見込ん

でいます。 

下表は、各年度の歳出超過額を全て財政調整基金において対応した

場合の財政調整基金残高です。 

【修正後】 

年度 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

財政調整 

基金残高 
3,216 3,433 3,204 3,151 2,734 2,941 2,967 2,978 2,717 

 

   【修正前】 

年度 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

財政調整 

基金残高 
3,423 3,613 3,355 3,251 2,834 3,035 2,959 2,871 2,509 

  

014  

○計画開発住居系エリア ○一般住居系エリア ○中心商業業務エリア 

○近隣サービス商業エリア ○沿道複合市街地エリア ○工業・流通系エリア 

○複合用途系エリア ○集落環境保全エリア ○農用地エリア 

○大規模公園・緑地等 ○一団の緑地保全ゾーン ○河川及び調節池 

○農業環境と調和する複合産業土地利用ゾーン 

並び替え 

○計画開発住居系エリア ○沿道複合市街地エリア ○農用地エリア 

○農業環境と調和する複合産業土地利用ゾーン 

○一般住居系アリア ○工業・流通系エリア ○大規模公園・緑地等 

○中心商業業務エリア ○複合用途系エリア ○一団の緑地保全ゾーン 

○近隣サービス商業エリア ○集落環境保全エリア ○河川及び調節池 

 

016 （追加記載） 

（追加記載） 

・常住人口と住民基本台帳人口について 

・人口の見通しの算出について 
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 人口ビジョン 
 

017 

 

１ 人口の推移 

本市では、大規模住宅地へのバブル時代の転入、さらには 2005 年（平

成 17 年）のつくばエクスプレス開通          に伴う分譲

住宅・マンションの集中的な供給増加もあり、これまで人口増加基調が

続いており、46 年の間に、4.5 倍以上に増加しています。 

「人口・世帯数の推移」グラフ 

資料：常住人口調査          

（掲載年次）S50 から R3 まで 

「人口増減数」グラフ 

資料：常住人口調査          

（掲載年次）S51 から R3 まで 

 

本市では、                           

     つくばエクスプレス開通や松並土地区画整理事業に伴う分譲

住宅・マンションの集中的な供給増加による     人口増加基調が

続いており、20 年の間に、1.3 倍  に増加しています。 

 

資料：常住人口調査（各年 10 月 1 日現在） 

（同）H13 から R3 まで 

 

 

資料：常住人口調査（各年 10 月 1 日現在） 

 

（同）H13 から R3 まで 
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018 

 

２ 自然動態の状況 

                                

                     

本市の合計特殊出生率は、2018 年（平成 30 年）に 1.52 とピーク値と

なりましたが、2019 年（令和元年）1.32、2020 年（令和 2 年）は 1.41

と減少傾向にあります。 

 

 

自然動態（出生数・死亡数）の推移 グラフ 

（掲載年次）H12 から R3 まで 

 

本市の出生数、死亡数の推移は、一貫して出生数が死亡数を上回って

おり、人口の「自然増」が継続しています。 

   合計特殊出生率は、平成 30 年に 1.52 とピーク値となりました

が、令和元年に 1.32、令和 2 年は 1.41 と横ばい傾向にあります。 

 

自然動態（出生数・死亡数）の推移 グラフ 

（グラフを追加掲載） 

  

（掲載年次）H13 から R3 まで 

019 

(018) 

３ 社会動態の状況 

 つくばエクスプレスの開通に伴う、住宅開発・マンション供給により 

社会動態（転入数・転出数）の推移 グラフ 

（掲載年次）S63 から R２まで 

 

 つくばエクスプレスの開通に伴う、分譲住宅・マンション供給により 

 

（掲載年次）H13 から R２まで 

020 

(019) 

１.１       将来人口推計 

国立社会保障・人口問題研究所（以下、「社人研」という。）の将来人

口推計の結果、守谷市においては、2030 年（令和 12 年）まで人口が増

加しますが、その後は減少に転じ、2060 年（令和 42 年）時点で 62,838

人まで減少することが予想されています。 

年齢別で見ると（略）。  

老年人口割合は、（略）。  

まお、この社人研推計では、合計特殊出生率は 1.7 前後に設定されて

います。 

１.１ 社人研による将来人口推計 

平成 27 年の国勢調査結果を基礎数値とした社人研の将来人口推計に

よると、守谷市の将来人口は、令和 12 年までは増加傾向にありますが、

その後は減少に転じます。 

なおこの推計では、令和 2 年時点の将来人口は 66,346 人であるのに

対し、令和 2 年に行われた国勢調査による実績値は 68,421 人であり、推

計値より約 2,000 人上回っています。これは、これまでの各種取組みの

成果による人口増加と想定されます。 
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将来人口推計（社人研推計値） グラフ 

（右上）資料：国提供の将来人口推計シートを基に守谷市作成 

 

（掲載年次）2015 年から 2060 年 

（注釈）グラフ下に、注釈を追加 

（各年次の推計総人口）   ：ピーク人口 

2015   2020   2025  2030   2035   2040  2045 

64,753 68,421 69,381 69,572 69,161 68,396 67,409 

 

（右上）資料：平成 27 年国勢調査結果を基礎とした社人研公表データ 

（掲載年次）H27 から R27 

注釈：付属資料で、将来人口推計の流れについて説明しています。 

 

（各年次の推計総人口）   ：ピーク人口 

2015   2020   2025  2030   2035  2040  2045 

64,753 66,346 67,150 67,196 66,664 65,767 64,673 

021 

(021) 

２       将来人口の見通し 

１で整理した社人研の推計を踏まえて本市の目標人口を定めるにあた

り、社人研の推計に、住宅開発による計画人口を加味したものを基礎推

計としながら、下記の目標条件による将来人口推計を行いました。 

なお、本市の合計特殊出生率は、平成 28 年の 1.30 から上昇し平成 30

年には 1.52 となりましたが、令和元年は 1.32、令和 2 年は 1.41 とピー

ク時に比べ減少傾向にあります。第三次総合計画では子育て支援のため

の各種の施策展開及び働く場・訪れる場として魅力あるまちを形成し、

現状の合計特殊出生率から回復していくことを目指します。 

 

（追加記載） 

 

 

基礎推計 

１.２ 守谷市の実績等を反映した将来人口推計 

社人研推計を踏まえ、2020 年の国勢調査実績等を反映した本市独自の

将来人口推計を行いました。本推計にあたっては、合計特殊出生率は本

市の令和 2 年の実績値である 1.41 とし、令和 42 年まで維持することを

条件としました。また令和 2 年の男女別人口は、実績値である令和 2 年

国勢調査結果を使用しています。 

さらに、社人研推計には今後予定されている住宅などの大規模開発に

よる計画人口が加算されていないため、下記に示す住宅開発による計画

人口を加算して独自推計を行いました。 

 

 

 

 

加算する住宅開発 

計画人口 5,000人を想定している当地区開発は 

■守谷市独自推計における各種条件 

【条件】●何々 

    ●何々 
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計画人口 5,000人を想定されている当地区開発は 

022 

(019) 

国立社会保障・人口問題研究所（以下、「社人研」という。）の将来人

口推計の結果、守谷市においては、2030 年（令和 12 年）まで人口が増

加しますが、     その後は減少に転じ、2060 年（令和 42 年）時

点で 62,838 人まで減少することが予想されています。 

年齢別でみると、「年少人口」が既に減少局面であり、令和 7 年までの

人口増加は「生産年齢人口」及び「老年人口」による増加、それ以降一

定期間の人口維持は、老年人口に支えられていることが分かります。老

年人口割合は、令和 22 年に 30％を超えると予想され、将来的において

も深刻な少子高齢化社会に突入すると考えられます。 ＜以上、P019 か

ら＞ 

                                

 推計の結果、        、令和 12 年時点で 69,806 人のピーク

人口となり、その後は減少に転じ、令和 42 年年時点で 60,077 人まで減

少することが予想されています。 

年齢別でみると、「年少人口」が既に減少局面であり、令和 12 年まで

の人口増加は「生産年齢人口」及び「老年人口」による増加、それ以降

一定期間の人口維持は、老年人口に支えられていることが分かります。

老年人口割合は、令和 22 年に 30％を超えると予想され、将来的に     

深刻な少子高齢化社会に突入すると考えられます。 

 

将来人口推計（守谷市独自算出）グラフ 

（追加掲載） 

023 

(020) 

１.２ 守谷市の人口減少段階 

社人研の    人口推計を基に人口減少段階を整理すると、（以下、

略）。 

総人口及び年齢（3区分）別の人口変化 グラフ内 

【第０段階】人口増加が継続 

（2025 年以降の指数） 

 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

老年 134.52 140.38 149.99 164.74 174.92 181.26 180.34 172.40 

総 107.15 107.44 106.81 105.63 104.10 102.36 100.07 97.04 

生産 101.41 101.36 97.80 92.25 87.43 83.38 80.76 79.22 

１.３ 守谷市の人口減少段階 

実績値を反映した人口推計を基に人口減少段階を整理すると、（以下、

略）。 

 

 （削除） 

※2015 年・2020 年は、変更なし。 

 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

老年 134.52 140.38 149.99 167.74 174.92 181.68 181.84 175.42 

総人口 107.20 107.80 106.54 104.67 102.43 99.90 96.75 92.78 

生産 102.16 103.05 99.79 93.64 88.15 83.02 79.03 75.82 
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年少 96.60 91.40 89.99 86.86 84.25 81.89 79.27 76.24 

       

年少 93.89 86.82 80.22 75.20 70.79 67.31 63.54 59.49 
 

024 

(021) 

２ 将来人口の見通し 

１で整理した社人研の推計を踏まえて本市の目標人口を定めるに当た

り、社人研の推計に、住宅開発による計画人口を加味したものを基礎推

計としながら、下記の目標条件による将来人口推計を行いました。 

なお、本市の合計特殊出生率は、平成 28 年の 1.30 から上昇し平成 30

年には 1.52 となりましたが、令和元年は 1.32、令和 2 年は 1.41 と低下 

 傾向にあります。第三次総合計画では、（以下、略）。 

 

（追加記載） 

 

 

基礎推計 

目標条件 

 ①：合計特殊出生率の維持（現状の出生率から横ばい） 

 2020 2025 2030 

合計特殊出生率 1.41 1.47 1.52 

    

 

１で整理した将来人口推計を踏まえて本市の目標人口を定めるに当た

り、                               

       下記の目標条件による将来人口推計を行いました。 

なお、本市の合計特殊出生率は、平成 28 年の 1.30 から上昇し平成 30

年には 1.52 となりましたが、令和元年は 1.32、令和 2 年は 1.41 と横ば

い傾向にあります。第三次総合計画では、（以下、略）。 

 

 

 

  

 

  

①：合計特殊出生率の回復と維持 

 令和 2 年 令和 7 年 令和 12 年 令和 42 年 

合計特殊出生率 1.41 1.47 1.52 1.52 
 

025 

(023) 

目標人口 

 2060年に 65,000人程度の人口を目指す 

社会動態（転入数・転出数）の推移 グラフ下 

凡例；出生維持＋開発加味 

人口ビジョン 

 令和 42年に 65,000人程度の人口を維持する 

  

凡例：独自推計 

■将来人口の見通しにおける各種条件 

【条件】●何々 

    ●何々 
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注釈：「出生維持＋開発加味」は基礎推計に令和 2 年の出生率 1.41 を

2060 年まで維持し続けた場合の推計結果を示します。 

注釈：（削除） 

026 

(024) 

年齢 3 区分別では、（略）。 

生産年齢人口では、（略）。 

老年人口は、今後も増加傾向にありますが、現状の出生率で推移した

場合と比べ、2060 年時点の割合は約 2.4 ポイント抑えることが見込まれ

ます。 

年齢 3 区分別では、（略）。 

生産年齢人口では、（略）。 

老年人口は、今後も増加傾向にありますが、守谷市独自推計     

  と比べ、令和 42 年時点の割合は約 2.4 ポイント抑えることが見込ま

れます。 

 
総合戦略 

 

028 

(026) 

１.２ 守谷市総合戦略の戦略分野 

少子高齢化に起因する、地域を支える様々な場面における担い手不足・

後継者不足である地方創生の根源となる課題解決へ取り組みつつ、   

                                 

       前述した国の総合戦略を踏まえながら、人口減少・高齢

化社会の環境下における本市の総合戦略展開の考え方を以下に整理しま

す。 

①出産・子育ての希望をかなえる 

妊娠から出産・子育てを安心して行うことができる切れ目のない支援

やワーク・ライフ・バランスの実現、子育てと仕事が両立できる環境づ

くりなど、地域のニーズに合った環境づくりを進めることで、若い世代

が安心して働き、出産や子育てに関する希望を叶える  ことができる

まちを目指します。 

 

少子高齢化に起因する、地域を支える様々な場面における担い手不足・

後継者不足である地方創生の根源となる課題解決へ取り組みつつ、持続

可能でより良い社会の実現に向けた世界共通の目標である SDGsの達成

を目指すため、前述した国の総合戦略を踏まえながら、        

          本市の総合戦略展開の考え方を以下に整理しま

す。 

 

妊娠から出産・子育てまでの          切れ目のない支援

やワーク・ライフ・バランスの実現、子育てと仕事が両立できる環境づ

くりなど、地域のニーズに合った環境づくりを進めることで、若い世代

が安心して働き、妊娠・出産・子育てへの希望をかなえることができる

まちを目指します。 
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028 

(026) 

② 自然の中で活力にあふれ、愛着や誇りが持てるまちをつくる 

都心近郊でありながら自然豊かな環境を持ち合わせている本市の地域

資源を最大限に生かし          、魅力的な地域づくりを進

めていくために、先進的で質の高い教育環境の整備や、恵まれた自然環

境・様々な文化財の活用による個性ある地域づくりを進め      、

誰もが住み慣れた地域で安心して   暮らし続けることができるよ

う、                               

      愛着や誇りが持つことができる活力にあふれたまちを目指

します。 

 

都心近接でありながら自然豊かな環境を持ち合わせている本市では、

引き続きグリーンインフラの推進に取り組み、魅力的な地域を創出して 

  いくために、先進的で質の高い教育環境の整備や、恵まれた自然環

境・様々な文化財の活用による個性ある地域づくりを進めます。そして、

誰もが住み慣れた地域で安心して安全に暮らし続けることができるよ

う、先端技術の活用、環境への配慮と再生可能エネルギーの積極的な導

入等により、愛着や誇りを持つことができる活力にあふれたまちを目指

します。 

028 

(026) 

④ 誰もが安心して働ける環境をつくる 

東京圏のベッドタウンとして発展してきた本市の特徴的な魅力を踏ま

え、新たな産業の創出と企業の誘導や、地域を支える農業において農産

物の高付加価値化・販路拡大等の取組によって地域資源・産業を生かし

た稼ぐ地域をつくり、働くことに誇りと幸せを感じることのできるしご

とと雇用機会を創出し、誰もが安心して働くことができるまちを実現し

ていきます。 

 

東京圏のベッドタウンとして発展してきた本市の特徴的な魅力を踏ま

え、新たな産業の創出と企業の誘導や、地域を支える農業において農産

物の高付加価値化・販路拡大等の取組によって地域資源・産業を生かし

た稼ぐ地域をつくります。そして、                 

  雇用機会を創出し、誰もが安心して働くことができるまちを実現し

ていきます。 

029 

(027) 

１.３ 総合戦略の体系  人口ビジョン 

前述した本市における基本的な考え方を実現し、人口ビジョンで掲げ

た 2060 年の目標人口約 65,000 人程度を達成するための総合戦略の体系

を整理しました。 

人口ビジョン 

 

 

 

 

前述した本市における基本的な考え方を実現し、人口ビジョンで掲げ

た令和 42 年の 65,000 人程度の人口維持を達成するための総合戦略の体

系を整理しました。 

  

 

 

 

 

2060年に戦略展開による約５千人の人口上乗せ効果から 

６万５千人程度の人口を目指す 
令和 42年に     ６万５千人程度の人口を維持する 
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030 

(028) 

展開施策-1 子育て基盤の整備 

子育ての悩みや不安の軽減など、安心して子育てができる環境づくりに向

け、子育てに関わる情報発信や切れ目のない支援体制の強化・充実を図りま

す。 

 

（追加） 

 

 

具体的な取組例 

▪       母子や家庭の状況に寄り添い支援できる 切れ目な

い包括的体制の強化 

 

子どもを安心して預けることができる場の確保と提供により、子育て

をしながら働きやすい環境づくりを促します。 

成果指標            現状値    目標値 

入所不承諾児童数           132 人    50 人 

 

特別保育（一時保育、延長保育）  18,243 人   57,800 人 

の延べ利用者数 

 

子育ての悩みや不安の軽減など、安心して子育てができる環境づくりに向

け、子育てにかかわる情報発信や切れ目のない支援体制の強化・充実を図り

ます。 

成果指標            現状値    目標値 

0 歳から 9 歳の子どものいる世帯の転入数 

※松並青葉地区を除く         250 世帯  280 世帯 

 

 

子育てに不安を抱える母子や家庭   に寄り添い支援できる、切れ

目ない包括的体制の強化 

 

子どもを安心して預けることができる場の確保と提供により、子育て

をしながら働きやすい環境づくりを推進します。 

成果指標        現状値   目標値 

希望する保育所に入れなかった児童   132 人      0 人 

数（認証保育サービス利用者を除く） 

特別保育（一時保育、延長保育）   44,658 人  57,800 人 

の延べ利用者数         （令和元年度） 
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031 

(029) 

展開施策-３ 出産・子育てへの経済的支援 

子育てを取り巻く経済的負担の軽減を必要とする人に対して支援する

ことで、  出産したいと思う人が出産できる   環境を整備しま

す。 

成果指標           現状値  目標値 

経済的負担軽減サービスメニュー数  15 事業 17 事業 

具体的な取組例 

▪新たな経済的負担軽減策の検討 

 

子育てを取り巻く経済的負担の軽減を必要とする人に対して支援する

ことで、妊娠・出産したいと思う人の希望をかなえる環境を整備しま

す。 

成果指標             現状値  目標値 

妊娠・出産について満足している市民の割合  80.9％   85％ 

 

▪新たな経済的負担軽減策の推進 

032 

(030) 

戦略分野②「自然の中で活力にあふれ、愛着や誇りが持てるまちをつく

る」 

都心近郊でありながら～ 

展開施策-１ 質の高い教育環境づくり 

守谷市で学び、国際的に      活躍のできる人材を育成してい

くため、ICT を効果的に活用し、（略）。 

具体的な取組例  

▪ALT の配置やオンライン英会話の導入       などの外国語

教育の推進 

展開施策-２ 人的資源、地域資源、自然環境の活用 

成果指標 

地域資源    の入込客数 

 

 

都心近接でありながら～ 

 

守谷市で学び、将来的に多様な分野で活躍のできる人材を育成してい

くため、           （略）。 

  

▪ALT の配置やオンライン英会話の導入、検定試験料補助などの外国語

教育の推進 

 

 

地域資源（守谷野鳥のみち、守谷駅前イベント等）の入込客数 
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033 

(031) 

展開施策-１ テレワークを生かした都心からの呼び込み 

高い交通利便性と都心近郊という立地を（略）。 

成果指標       現状値    目標値 

東京、埼玉、千葉、神奈川の    1,636 人   1,736 人 

４都県からの転入者数 

展開施策-２ 関係人口創出と市内外へ向けたプロモーション 

成果指標          現状値   目標値 

（追加） 

 

高い交通利便性と都心近接という立地を（略）。 

成果指標          現状値   目標値 

東京、埼玉、千葉、神奈川の４都県から  1,355 人  1,500 人 

の転入者数 ※松並青葉地区を除く 

 

成果指標        現状値     目標値 

守谷市公式 SNS（Twitter，     7,211 人    11,500 人 

Facebook 等）総フォロワー数 
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034 

(032) 

展開施策-１ 守谷らしい産業の創出・育成 

成果指標        現状値    目標値 

市内総生産額の増加率   現状値を 100％   110％ 

            （300,165 百万円） 

（追加） 

展開施策-２ 就労環境の整備 

 

成果指標 

市内で従業する就業者数 

 

 

（追加） 

 

 

具体的な取組例 

・       ワーク・ライフ・バランスの推進 

 

成果指標          現状値    目標値 

農地の集積率             51.55％    60.00％ 

 

法人の新規登録件数        113 件    120 件 

 

 

成果指標          現状値    目標値 

守谷市内で働く市民の数 

 

産業系用途拡大面積（累計）   0 ㏊    68.5 ㏊ 

 

 

・ICT 活用によるワーク・ライフ・バランスの推進 

 

 
基本計画 
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035 

(032) 

２ 施策の体系 

基本計画では、将来像である「水と緑のパワースポット もりや    

            」を目指して、まちづくりの 3 つの柱である

「ひと」「地域自治」「くらしの基盤」のそれぞれについて、施策と実現

のための取組を設定しています。（略） 

（項目名設定） 

（項目名設定） 

（項目名設定） 

１ 施策の体系 

基本計画では、将来像である「水と緑のパワースポット もりや ～持

続・創造・進化するまち～」を目指して、まちづくりの 3 つの柱である

「ひと」「地域自治」「くらしの基盤」のそれぞれについて、施策と実現

のための取組を設定しています。（略） 

１.１ ひと 

１.２ 地域自治 

１.３ くらしの基盤 

036 

(033) 

将来像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０38 

(031) 

１ 重点プロジェクトの位置づけ ２ 重点プロジェクトの位置づけ 

042 

(037) 

１．子育て支援の充実 

成果指標    現状値  目標値 

入所不承諾児童数   132 人   50 人 

 

成果指標        現状値  目標値 

希望する保育所に入れなかった児童   132 人    0 人 

数（認証保育サービス利用者を除く） 

044 

(039) 

２．教育改革の推進 

成果指標         現状値  目標値 

学校生活が楽しいと思う児童生徒の割合   91.5％  95.0％ 

 

成果指標         現状値  目標値 

学校  が楽しいと思う児童生徒の割合   83.8％  90.0％ 

水と緑のパワースポット もりや 

～持続・創造・進化するまち～ 
水と緑のパワースポット もりや 
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049 

(044) 

４．人権の尊重と多文化共生社会の実現 ／ 市民の役割 

・守谷市国際交流協会等の活動団体は、国際交流を推進するとともに、    

市内在住外国人          支援についても検討し、行政と

連携して取り組みます。 

（４項目目） 

・守谷市国際交流協会等の活動団体は、国際交流を推進するとともに、

市が行う市内在住外国人のコミュニケーション支援等についても協働

で        取り組みます。 

050 

(045) 

５．高齢者福祉の充実 ／   成果指標        

自立高齢者率 

      

自立高齢者の割合 

053 

(048) 

６．地域福祉の推進 ／ 実現のための取組 

 ３ セーフティネットによる自立支援 

▪医療費助成制度の周知及び推進 

 ４ 在宅生活への支援の充実 

  ▪生活困窮者の生活環境開園と自立支援 

 

 ５ 障がい児者の生活の場の確保 

▪医療費適正化の推進 

▪健全な財政運営の推進 

 ６ 療育・相談の充実 

  ▪障がい児者への在宅生活､社会生活への支援 

▪障がい児者へのサービスの質の確保 

 ７ 医療費の経済的負担軽減 

▪在宅生活が難しい障がい児者の生活の場の確保 

▪地域で生活する場所の充実 

 ８ 国民健康保険制度の安定運営 

  ▪療育などが必要な子の早期発見早期対応 

▪保護者への相談対応の充実 

 

３ セーフティネットによる自立支援 

▪生活困窮者の生活環境開園と自立支援 

 ４ 在宅生活への支援の充実 

  ▪障がい児者への在宅生活､社会生活への支援 

▪障がい児者へのサービスの質の確保 

 ５ 障がい児者の生活の場の確保 

▪在宅生活が難しい障がい児者の生活の場の確保 

▪地域で生活する場所の充実 

 ６ 療育・相談の充実 

  ▪療育などが必要な子の早期発見早期対応 

▪保護者への相談対応の充実 

 ７ 医療費の経済的負担軽減 

▪医療費助成制度の周知及び推進 

 

 ８ 国民健康保険制度の安定運営 

  ▪医療費適正化の推進 

▪健全な財政運営の推進 
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053 

(048) 

行政の役割 

・障がい 者が生活するための支援体制を構築します。 

 

・障がい児者が生活するための支援体制を構築します。 

059 

(054) 

９．信頼できる行政運営の推進 ／ 実現のための取組 

 ８ 市民の利便性向上 

▪（略） 

▪コンビニ交付の周知活動の推進 

▪おくやみ窓口での遺族による手続きの受付 

 

 

▪（略） 

▪コンビニ交付の利便性向上 

▪おくやみ窓口等の市民手続きの支援の推進 

060 

(055) 

10．環境にやさしい生活の創出 ／ 中長期的に目指すゴール 

（追加） 

 

11．安全でかつ持続可能な都市として発展する 

072 

(067) 

13．利便性の高い都市基盤の整備 ／ 行政の役割  

（追加：７項目目） 

 

・将来にわたって持続可能な公共交通網を形成し、市内交通アクセスの

向上を図ります。 

074 

(069) 

14.地場産業の活性化 

成果指標        現状値    目標値 

市内総生産額の増加率   現状値を 100％   110％ 

            （300,165 百万円） 

 

地域資源            
の入込客数 

 

 

成果指標        現状値    目標値 

市内総生産額の増加率   現状値を 100    110  

            （300,165 百万円） （10％増） 

地域資源（守谷野鳥のみち、 
守谷駅前イベント等）の入込客数 

 

075 

(070) 

14.地場産業の活性化 ／ 現状と課題 

・小規模企業は、（略）、厳しい経営環境にあります。小規模企業の持続

的な発展が地域経済の活性化、市民生活の向上等に寄与することから、

小規模企業の振興に関する条例等を制定し、市や商工会、地域金融機

 

・小規模企業は、（略）、厳しい経営環境にあります。小規模企業の持続

的な発展が地域経済の活性化、市民生活の向上等に寄与することから、

本市は商工会や地域金融機関などと連携・協力を推進し，小規模企業
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関など支援団体の役割を明確にするとともに、支援団体と連携して継

続的に支援する必要があります。             また、

商工会は、本市の商工行政の一翼を担っているため、  一層の連携・

協力していくことが重要で、支援していく必要があります。 

を継続的に支援する必要があり，その基本理念や役割を明確にするた

めの小規模企業の振興に関する条例等の制定の必要があります。また、

商工会は、本市の商工行政の一翼を担っているため、より一層の協力

体制の強化を図っていく必要があります。 

 

 


