
内  政 
平成２８年１１月２２日 

 
関係部課長 様 

                            政策部長     
 

第六次前橋市総合計画に位置づけられた施策の総点検について（依頼） 
 
 

このことについて、下記のとおり実施しますので、調書の作成・提出にご協力い

ただきますようお願いします。 
                         （政策推進課政策推進係） 
 

記 
 
１ 目的 

現行計画の進捗状況を総括し、議会等への説明責任を果たすとともに、次期計

画に位置づけるべき施策体系構築の基礎とする。 
 
２ 対象 
  第六次前橋市総合計画に位置づけのある７０施策 
 
３ 調書概要 

 （１）施策の進捗評価、課題と改善策の検討 ＜総点検シート内項目１～３＞ 
 （２）施策を取り巻く環境の再検証     ＜同項目４＞ 
（３）今後の方向性            ＜同項目５＞ 

  
 ４ 記載方法 
   エクセルファイル内のシート「記載例」を参照のうえ、行政評価で活用した 

実施計画事業進捗管理シートの内容も踏まえ作成してください。 
 
５ 提出期限・提出先 
（１）提出期限  

平成２８年１２月２１日（水） 
（２）提出先 

照会回答データベースへご回答ください 

＜担当＞ 
政策推進課政策推進係 
原田・樋山（内線 3512） 

資料３－１ 



第六次前橋市総合計画　施策一覧　
　

大綱 政策 施策 主担当課 事務事業 主担当課
1 Ⅰ快適で暮らしやすいまちづくり 01 良好な都市基盤を整備します 01 快適な都市空間の創出 都市計画課 01 計画的な土地利用の推進 都市計画課

02 都心核の形成 市街地整備課
03 地域核・地域拠点の整備 市街地整備課

2 02 暮らしやすい市街地の整備 区画整理課 01 土地区画整理事業（市施行）の推進 区画整理課
02 土地区画整理事業（組合施行）の支援・促進 区画整理課

3 03 良好な居住環境の形成 建築住宅課 01 良質な住宅の供給促進 建築住宅課
02 市営住宅の維持管理と有効活用 建築住宅課
03 定住促進の強化 建築住宅課

4 04 魅力ある景観の形成 都市計画課 01 景観の保全と創出 都市計画課
02 景観形成の誘導 都市計画課

5 02 円滑な都市交通網を構築します 01 幹線道路等の整備 都市計画課 01 国・県等連携事業の促進 都市計画課
02 国・県直轄事業の促進 都市計画課
03 幹線道路等の整備 道路建設課
04 道路・橋りょうの維持補修 道路管理課

6 02 利用しやすい公共交通体系の整備 交通政策課 01 鉄道の活性化 交通政策課
02 バス交通網の維持活性化 交通政策課

7 03 自動車利用からの転換促進 交通政策課 01 自動車利用からの転換促進 交通政策課
02 歩行者・自転車利用環境の整備 道路建設課

8 03 暮らしに大切なライフラインを強化します 01 安全で安心な水の安定供給 水道整備課 01 水道施設の整備 浄水課
02 水質・水源の確保 浄水課
03 水道事業の経営改善 経営企画課

9 02 衛生的な汚水処理の推進 下水道整備課 01 公共下水道の整備 下水道整備課
02 その他の汚水処理施設の整備 農村整備課
03 水質浄化、処理施設の維持・更新 下水道施設課

10 04 安全で安心して暮らせるまちづくりを推進します 01 多様な連携による防災の推進 危機管理室 01 自主防災の支援 危機管理室
02 災害対策の強化 危機管理室
03 防災体制の充実 危機管理室

11 02 皆で担う防犯の推進 危機管理室 01 自主防犯の支援 危機管理室
02 防犯体制の強化 危機管理室

12 03 消防体制の充実・強化 消防局総務課 01 消防施設・設備の充実 消防局総務課
02 火災予防対策の強化 予防課
03 救助・救急・消火体制の強化 警防課

13 04 交通安全の向上 交通政策課 01 交通安全対策の充実 交通政策課
02 車両対策事業 道路管理課

14 Ⅱ恵み豊かな自然と共生するまちづくり 01 良好な環境を保全・創造します 01 緑豊かなまちづくりの推進 公園緑地課 01 公園・緑地の整備 公園緑地課
02 公共施設緑化の推進 公園管理事務所

03 民間施設緑化の促進 公園緑地課
04 森林整備及び有害鳥獣対策の推進 農林課
05 農村環境・地域資源の保全 農村整備課

15 02 環境保全啓発・学習の推進 環境政策課 01 環境情報の提供 環境政策課
02 生態系の保全と自然体験活動の推進 環境政策課
03 環境学習の拠点施設整備・活用 清掃施設課
04 市民の環境保全活動の促進 環境政策課
05 事業者に対する環境配慮意識の啓発 産業政策課

16 03 積極的な環境改善の推進 環境政策課 01 環境調査の推進 環境政策課
02 水質の維持・保全 環境政策課

17 02 環境への負荷の少ない循環型社会を形成します 01 ごみ減量・資源化の促進 ごみ減量課 01 ごみの発生抑制の促進 ごみ減量課
02 ごみの再利用・再生利用の促進 ごみ減量課
03 事業所ごみの減量 ごみ減量課

18 02 廃棄物の適正処理と処理施設の整備・充実 清掃施設課 01 ごみの適正処理 ごみ減量課
02 ごみ処理施設の整備・充実 清掃施設課
03 廃棄物対策の強化 廃棄物対策課

19 03 持続可能な低炭素社会を形成します 01 温室効果ガスの削減推進 環境政策課 01 ＣＯ2削減の推進 環境政策課
02 自転車利用の普及啓発 交通政策課

20 02 エネルギー・資源の活用推進 環境政策課 01 エネルギーと資源の有効活用 清掃施設課
02 新エネルギーの導入促進 環境政策課
03 次世代技術の導入促進 環境政策課

21 Ⅲ個々が光り輝くまちづくり 01 市民の健康を増進します 01 生涯をとおした健康づくり 健康増進課 01 健康づくりの推進 健康増進課
02 疾病予防の充実 健康増進課

22 02 安心して医療が受けられる環境づくり 保健総務課 01 地域医療環境の充実 保健総務課
02 救急医療体制の充実 保健総務課
03 国民健康保険制度の適正な運営 国民健康保険課

04 医療費の負担軽減 国民健康保険課

23 03 生活衛生の確保と健康の維持 衛生検査課 01 生活衛生の確保 衛生検査課
02 食品の安全確保 衛生検査課
03 感染症対策の充実 衛生検査課

24 02 安心して子育てできる環境を整備します 01 親と子の健康・福祉の増進 子育て支援課 01 親子の健康増進 子育て支援課
02 育児不安の解消 子育て支援課

25 02 地域における子育て支援の充実 子育て施設課 01 地域における多様な子育て支援 子育て施設課
02 保育サービスの充実 子育て施設課
03 保育所（園）・幼稚園・認定こども園環境の整備 子育て施設課
04 児童の健全育成 子育て施設課
05 出会いの機会の応援 政策推進課
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大綱 政策 施策 主担当課 事務事業 主担当課
26 03 支援を必要とする家庭や児童へのきめ細かな対応 子育て支援課 01 児童虐待防止対策の充実 子育て支援課

02 ひとり親家庭等への自立支援 子育て支援課
03 障害児施策の充実 子育て支援課

27 03 生き生きと暮らせる高齢社会を実現します 01 高齢者の生きがいづくりと健康増進 介護高齢課 01 社会参加の促進 介護高齢課
02 介護予防事業の推進 介護高齢課
03 包括的支援の充実 介護高齢課
04 地域包括ケアシステムの構築 介護高齢課

28 02 住み慣れた地域での生活支援 介護高齢課 01 介護保険給付対象サービスの充実 介護高齢課
02 在宅支援サービスの充実 介護高齢課

29 04 障害のある人の自立を支援します01 自立と社会参加の促進 障害福祉課 01 自立支援給付サービスの充実 障害福祉課
02 障害者の就労支援 障害福祉課

30 02 地域で生活できる環境の整備 障害福祉課 01 生活支援サービスの充実 障害福祉課
02 相談支援体制の充実 障害福祉課
03 障害者虐待防止対策の整備 障害福祉課

31 05 共に支えあう福祉社会を実現します 01 地域福祉の推進 社会福祉課 01 地域福祉活動の活性化 社会福祉課
02 福祉教育の推進とボランティア活動の促進 社会福祉課

32 02 支援を必要とする世帯への援助・指導 社会福祉課 01 要保護世帯への支援 社会福祉課

33 Ⅳ地域資源を活かした活力あるまちづくり 01 活気ある産業経済活動を促進します 01 中小企業の経営体質・基盤の強化 産業政策課 01 企業活動を支える金融支援の充実 産業政策課
02 経営の合理化・革新への支援 産業政策課
03 中小企業振興の基盤づくり 産業政策課

34 02 競争力のある新技術・新産業の創出 産業政策課 01 新製品・新技術の開発支援 産業政策課
02 産学官連携の推進 産業政策課

35 03 地域特性を活かした産業立地・創業促進 産業政策課 01 企業誘致の促進 産業政策課
02 創業支援の充実 産業政策課

36 04 時代のニーズに応えた経済活動の促進 にぎわい商業課 01 新しい事業活動への支援 にぎわい商業課

02 消費者から信頼される経済活動の確保 にぎわい商業課

03 流通機能の充実 にぎわい商業課

37 05 生き生きと働ける環境づくり 産業政策課 01 就労支援 産業政策課
02 勤労者福祉の充実 産業政策課

38 02 中心市街地のにぎわいを創出します 01 活力ある商業地の形成 にぎわい商業課01 中心商店街の魅力向上 にぎわい商業課

02 利便性と回遊性の向上 にぎわい商業課

39 02 魅力ある交流空間づくり にぎわい商業課01 街なか活性化に向けた仕組みづくり にぎわい商業課

02 地域特性を活かしたイベント事業の充実 にぎわい商業課

03 街なか文化の充実と発信 にぎわい商業課

40 03 力強い農業を推進します 01 農業の新しい価値の創造 農林課 01 ６次産業化の推進 農林課
02 農畜産物のブランド化推進 農林課
03 新しい農業の推進 農林課

41 02 安全・安心な生産・加工・流通・消費の推進 農林課 01 農畜産物の安全・安心の確保 農林課
02 主要穀物、園芸及び畜産の振興 農林課
03 農畜産物の販路拡大 農林課
04 地産地消の推進 農林課

42 03 農業の担い手の育成・確保 農林課 01 認定農業者等担い手の育成・確保 農林課
02 新規就農者及び農業後継者等の支援 農業委員会事務局

03 農業経営に対する支援 農林課

43 04 効率的な農業生産基盤の整備 農業委員会事務局 01 農地の総合的活用 農林課
02 農用地利用集積の推進 農業委員会事務局

03 遊休農地の有効活用 農林課
04 優良農地の整備 農村整備課

44 04 地域の特性を活かした「前橋観光」を振興します 01 魅力ある観光資源の活用 観光振興課 01 赤城山観光の充実 観光振興課
02 都市観光の充実 観光振興課

45 02 「前橋」を売り込む観光プロモーションの推進 観光振興課 01 前橋観光の積極的なＰＲ 観光振興課
02 前橋観光コンベンション協会との連携 観光振興課
03 都市間交流の推進 文化国際課

46 03 前橋のやさしさを伝える観光ホスピタリティの向上 観光振興課 01 観光施設・観光情報の充実 政策推進課
02 ホスピタリティの充実 観光振興課

47 04 前橋ブランドの普及・拡大 観光振興課 01 地域特性を活かした食によるまちづくり 観光振興課
02 前橋ブランドの販売促進 観光振興課

48 Ⅴ豊かな心を育むまちづくり 01 豊かな人間性を培う社会教育を推進します 01 「学び」と「地域づくり」を結ぶ生涯学習の推進 生涯学習課 01 地域課題に対応した社会教育の充実 生涯学習課
02 生涯学習事業の推進 生涯学習課
03 生涯学習施設の充実 生涯学習課

49 02 文化と暮らしを支える図書館の充実 図書館 01 資料・情報の提供と調査・相談機能の充実 図書館
02 前橋の歴史と文化資料の保存と活用 図書館
03 子ども読書活動の推進 図書館
04 図書館施設の充実 図書館

50 03 人間性豊かな青少年の育成 青少年課 01 地域における青少年健全育成活動の推進 青少年課
02 非行防止・被害防止活動の充実 青少年支援センター（青少年課）

03 児童文化センターの活用と機能充実 児童文化センター（青少年課）

04 自然体験活動の推進 青少年課

51 02 共に学び合い考える力を育む学校教育を推進します 01 学校力を高める学校経営の充実 学校教育課 01 学校経営の改善・充実 学校教育課
02 教職員の資質・能力の向上 学校教育課
03 安全で安心な学校（園）施設整備の推進 教育施設課
04 学校の適正規模・適正配置 学校教育課
05 学校（園）給食の充実 教委総務課
06 地域との連携・人材活用 学校教育課
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大綱 政策 施策 主担当課 事務事業 主担当課
52 02 感性と思考力を培う幼児教育の充実 総合教育プラザ 01 やさしい心や気付く・考える・表す力の育成 総合教育プラザ

02 就学等にかかわる支援の充実 総合教育プラザ

53 03 魅力あふれる教育活動による小中学校教育の充実 学校教育課 01 基礎・基本の確実な定着 学校教育課
02 健康保持・体力の向上 学校教育課
03 不登校・いじめ対策の充実 青少年支援センター（青少年課）

04 特別支援教育の推進 学校教育課
05 現代の教育ニーズに応じた多様な教育の推進 学校教育課

54 04 活力ある市立前橋高校の実現 前橋高等学校（学校教育課） 01 特色ある教育活動の推進 前橋高等学校（学校教育課）

02 進路に強い学校づくり 前橋高等学校（学校教育課）

55 05 地域に貢献する高等教育機関の実現 政策推進課 01 地域貢献活動の促進 政策推進課
02 高等教育機関の活用推進 政策推進課

56 03 元気づくりのスポーツを振興します 01 魅力あるスポーツ環境の充実 スポーツ課 01 生涯スポーツの普及・振興 スポーツ課
02 指導者・団体・ボランティアの育成 スポーツ課
03 スポーツ施設整備 スポーツ課

57 02 地域に根ざしたスポーツ文化の創造 スポーツ課 01 スポーツ大会開催支援 スポーツ課

02 地域貢献プロスポーツの支援 スポーツ課
58 04 個性と創造性あふれる地域文化を振興します 01 前橋文化を醸成する芸術文化の推進 文化国際課 01 アーツ前橋の運営 文化国際課

02 次世代に向けた文化の担い手づくり 文化国際課

59 02 薫り高い文化・芸術創造の環境づくり 文化国際課 01 芸術文化事業の推進 文化国際課
02 萩原朔太郎を核とした芸術文化の推進 文化国際課
03 市民協働による文化事業 文化国際課
04 文化施設の整備・充実 文化国際課

60 03 地域に根付く文化財の保護と活用 文化財保護課 01 歴史学習施設の充実 文化財保護課
02 文化財普及啓発事業の推進 文化財保護課
03 重要史跡の保存 文化財保護課

61 04 国際交流と多文化共生社会の推進 文化国際課 01 国際交流の推進 文化国際課
02 多文化共生社会の推進 文化国際課

62 Ⅵ市民協働のまちづくり 01 市民力・地域力を活かした市政を運営します 01 市民力・地域力の発揮 生活課 01 地域づくり活動の促進 生活課
02 活力ある市民活動の促進 生活課
03 住民自治のあり方に関する対話・協議 政策推進課

63 02 開かれた行政の推進 市政発信課 01 行政活動への市民参加の促進 行政管理課
02 市政情報の積極的な発信 市政発信課
03 市民の声の的確な把握 市政発信課

64 03 一人ひとりを尊重する社会の推進 生活課 01 人権教育の推進 生活課
02 男女共同参画の推進 生活課

65 02 経営感覚を持った行財政運営を進めます 01 効果的な行政運営の推進 行政管理課 01 業務改善・改革の推進 行政管理課
02 窓口サービスの利便性向上 行政管理課
03 民間活力を活用した行政活動の促進 行政管理課
04 組織体制の見直しと適正な定員管理 行政管理課
05 信頼される市役所づくり 職員課

66 02 公共施設マネジメントの推進 資産経営課 01 公共施設管理の合理化・効率化 資産経営課
02 市有財産の有効活用 資産経営課

67 03 自立性の高い財政運営の確保 財政課 01 財政運営の健全化 財政課
02 安定的な財源確保 収納課

68 04 効果的・着実な政策推進 政策推進課 01 主要施策の着実な推進 政策推進課
02 トップマネジメント機能の強化 政策推進課
03 周辺都市との連携強化 政策推進課

69 03 情報のひびきあうまちづくりを進めます 01 ＩＣＴを活用した行政サービスの充実 情報政策課 01 行政手続きの電子化推進 情報政策課
02 ＩＣＴを活用した改革の推進 情報政策課

70 02 情報マネジメントの推進 情報政策課 01 人材育成と運営体制の確立 情報政策課
02 情報セキュリティの確保 情報政策課
03 非常時等の対策強化 情報政策課
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（１）市民ニーズの状況

（２）人口減少が与える影響（総人口の減少、人口構成の変化）

（１）市民アンケート（H28年度）の結果 ＜単位：％＞

（２）施策の達成状況
　　①施策の主要指標 （３）企業、NPO、市民活動等の動向

　　②施策を構成する事務事業の指標

（４）法・制度改正の動向（国・県の動向）

（５）その他（技術革新の動向、他自治体との比較、特記事項等）

※【達成状況】　◎達成済　○達成可能　▲達成微妙　×達成不可能

（１）評価結果

（２）施策の総括、今後の方針

コンパクトで効率的な都市構造をめざし、拠点となる地域への都市機能
の集約化と郊外と拠点を効率的に接続する交通ネットワークの構築、時
代に即した都市計画施設の見直し等が必要である。

中心市街地内の居住者を増やすために、住宅転用支援事業等の推
進により、まちなかへの定住促進施策を講じている。＜改善策＞ 市民、商業者等が一体となったまちなかのあり方検討、事業推進

施策全般については、市民アンケートで一定の評価を得ていると思われるため、引き続き市の都市計画の方針に基づきまちづくりを進めていきたいと考える。
新前橋駅前第二地区の整備が平成28年度で「建物移転及び道路工事等」は収束することから、残る同駅前第三地区についても引き続き事業推進してい
く。また群馬総社駅周辺整備については、未実施箇所の現状課題と今後の進め方について整理する。土地区画整理事業については業務代行予定者の業務
撤退による事業の遅れが生じるリスクがあることから、新たな業務代行予定者を早期に決定し、速やかに事業推進を図りたい。

3
新前橋駅第二地区の整備において、建物移転及び道路工事等が平
成28年度に完了する見通しであることから、平成29年度以降、換地処
分や清算を進めていく必要がある。

新前橋駅第二地区における建物移転及び道路工事等を推進してい
る。

＜改善策＞ 都市マスを踏まえ、目標値を明確に意識した上での取り組み推進

施策の有効性に関する分析
（成果を向上させるための課題）

＜課題＞ 人口動態の変化が予測される中、まちなかへの居住促進、中心市街地の利便性
向上による都心核の形成を重点的に進める必要がある。

2

解決すべき課題や進むべき方向性 現状
＜改善策＞ 市民の声をワークショップ等で拾い上げながらの事業推進

成果指標の分析
＜課題＞ 年々低未利用地の低減を進めているが、目標値を達成していないため、計画に

則った着実な推進が引き続き求められている。 1

今後は駅周辺などの利便性の高い地域への居住が集中する一方で、郊外地区
の人口減少と高齢化が急速に進むことが予想される。
全国的に人口減少、少子高齢化が顕著となり、時代に即した都市計画が求め
られている。

平成27年3月に前橋市都市計画マスタープラン改訂版を策定した。

施策評価 施策の分析

市民アンケートの分析
＜課題＞ 便利さや快適さを感じている市民の方が感じていない市民よりも多いが、「感じる」

市民をより増加させていく余地がある。 No

分類 理由

③施策の遂行に不利な状況 ○○駅周辺□□地区住民より土地区画整理に対する反対運動が起きており、整理事業を慎重に進める必
要がある。

＜指標
＞

低未利用地面積の低減 実績値 21.6%
達成率 96.8%

達成率 -
＜事業 地域核・地域拠点の整備 目標値 19.0% ○達成可

能

新前橋駅前第三地区を始めとして、同駅
第二地区やその他の駅周辺等の地域拠点
を計画的に推進している。

＜事業 都心核の形成（都市再生） 目標値 - ○達成可
能

千代田町三丁目については計画的に
土地区画整理事業を推進している。＜指標

＞
- 実績値 -

＜指標
＞

- 実績値 - 分類 理由
達成率 - ①施策の遂行に役立つ・有利な状況 平成２６年８月に改正都市再生特別措置法が施行され、都市計画マスタープランをよりコンパクトシティの実現のため高

度化した「立地適正化計画」の策定が位置づけられたことから、都市機能や居住の誘導の促進に繋げることが期待できる。

事務事業名と活動指標 達成率(H27年度末) 達成度 実施状況
＜事業 計画的な土地利用の推進 目標値 - ○達成可

能

平成27年3月に都市計画マスタープラ
ンを改定し、計画に沿った土地利用の
推進を図っている。

駅前居住を求める消費者ニーズに対応し、マンションの建築が進むことが予想され、都市的未利用地の解消、
居住の集約に繋げることができる。実績値 26.4%

達成率 94.4%

④施策の必要性を低減する状況 不動産デベロッパー○○株式会社が主体的に推進する△△駅周辺開発の推進により、従来、行政が推進し
てきた開発を主導する機能の一部を民間に担ってもらいつつある。

都心核・地域核における低未利用地
面積の低減

目標値 22.0％以下
○達成可能

新前橋駅前第三地区の計画的な推進等に
より、低未利用地が毎年計画通り低減して
いる。

①施策の遂行に役立つ・有利な状況

②施策の必要性を高める状況 県都として県内でも中核的な役割を担っており、県内他自治体から人口を受け入れている状況にある。
（H25は、県内他自治体から121人の転入超過）

成果指標 達成率(H27年度末) 達成度 実施状況 分類 理由

毎日の生活の中で、快適さや利便さ、暮らしやすさなど、魅力的な住
環境が整っている。

満足度 9.6 45.4 36.2 8.9
重要度 50.9 44.5 4.1 0.6

分類 理由

②施策の必要性を高める状況
人口減少が見込まれる中で、地域の将来都市構造を見据え、中心市街地エリアの都市機能の充実を図るな
ど、計画的な都市機能の配置の検討や誘導を図っていく必要性が高まる。調査項目 感じる やや感じる あまり感じない 感じない

分類 理由

施策

01 快適な都市空間の創出
①施策の遂行に役立つ・有利な状況

H25市民アンケートでは、問４のまちづくりを進める上での重要なこととして、「買い物や交通など、生活に便利
なまちづくり」が58.8%で最も高くなっており、都市計画に関する市民の期待が非常に高いことが伺われる。　都市の健全な発展と秩序ある土地利用を促進するためには、長期的な視野・展望に立った都市計画が必要で

す。また、多くの市民が暮らし、都市機能が集積している地域を中心として、暮らしの基盤整備を進める必要がありま
す。市全体の合理的な土地利用を推進するとともに、都市機能が集積する都心核、地域核、地域拠点の計画的な
整備を推進します。

大綱 Ⅰ 快適で暮らしやすいまちづくり
政策 01 良好な都市基盤を整備します

【第六次前橋市総合計画の総点検シート】 基本施策の主担当課 都市計画課 記載担当者／内線 主任　○○／内○○○○
基本施策の関係課 都市計画課、区画整理課、市街地整備課、交通政策課、政策推進課、にぎわい商業課

１ 施策の概要 

２ 施策の現況 

３ 施策の総括 

４ 施策を取り巻く環境の再検証 

５ 今後の方向性（上記４を踏まえ、解決すべき課題や進むべき方向性） 
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