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群馬県渋川市
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群馬県

GUNMA

渋川市

SHIBUKAWA

　本市は、平成18年２月20日、渋川市、伊香保町、
小野上村、子持村、赤城村、北橘村の１市１町４
村の合併により渋川市として誕生しました。
　日本そして群馬県のほぼ中央部にあり、市の中日本そして群馬県のほぼ中央部にあり、市の中
心から前橋市の市街地まで約15km、東京の都心
部まで約120kmに位置しています。

やすらぎとふれあいに満ちた
“ほっと”なまち「渋川市」

木　暮　治　一



平成20年度 平成24年度 平成25年度 平成29年度

基本構想【10年間】
（平成20年度～平成29年度）

後期基本計画【5年間】
（平成25年度～平成29年度）

前期基本計画【5年間】
（平成20年度～平成24年度）

実施計画【3年間】

新市建設計画【合併後10年間】（平成18年度～平成27年度）

基本構想

基本計画

実施計画

　将来のまちづくりの方向を定め、それを実現将来のまちづくりの方向を定め、それを実現
するための手段などを示す最も上位に位置付け
られる計画です。
　この計画に基づいて、渋川市の様々なまちづこの計画に基づいて、渋川市の様々なまちづ
くりが進められます。

　少子高齢化社会の到来、高度情報化の推進、少子高齢化社会の到来、高度情報化の推進、
市民の価値観の変化など、様々な社会の変化に
応じて、新しい市としての一体感を高め、それ
ぞれの地区の特性を活かしたまちづくりを、市特性を活かしたまちづくりを、市を活かしたまちづくりを、市
民とともに進めていくために策定します。策定します。します。

　この計画は、合併時の計画である ｢渋川市新市
建設計画｣を受けて、健全な財政運営のもと、様々
なとりくみを進めるための基本となるものです。本となるものです。となるものです。
　また、環境や福祉分野などの計画は、それぞ環境や福祉分野などの計画は、それぞ
れ総合計画と調整を図りながらつくられます。。

　総合計画は、市の将来のあるべき姿などを示す市の将来のあるべき姿などを示す
「基本構想」、基本構想を実現するための方法を示
す「基本計画」、基本計画を具体化する事業を示
す「実施計画」の３層により構成されています。層により構成されています。。

　平成20年度から平成29年度までの10年間とし平成20年度から平成29年度までの10年間とし
ます。



小野上小学校　新井美稀さん 小野上小学校　飯塚遥己さん 中郷小学校　池田菜々花さん 古巻小学校　石坂瑠音さん

これらの絵は、平成19年度の渋川市内の小学校５年生の皆さんに、10年後の渋川市を想像し、未来の景観や、今のまま変わら　に、10年後の渋川市を想像し、未来の景観や、今のまま変わら　、10年後の渋川市を想像し、未来の景観や、今のまま変わら　年後の渋川市を想像し、未来の景観や、今のまま変わら　の渋川市を想像し、未来の景観や、今のまま変わら　想像し、未来の景観や、今のまま変わら　

※掲載順序は、各学校関係なく氏名による50音順により掲載しています。

　豊かな自然の保全や良好な住環境の形成、産業発展、活力維持のため、長期的な視野に立ち、豊かな自然の保全や良好な住環境の形成、産業発展、活力維持のため、長期的な視野に立ち、
総合的で計画的な土地利用を図ります。

　本市の平成29年における人口は７万９千人、世帯数は２万８千世帯となることが予想されます。
　そこで、子どもの成長に応じた総合的な支援や産業振興に基づく雇用促進などに積極的にそこで、子どもの成長に応じた総合的な支援や産業振興に基づく雇用促進などに積極的に
取り組み、本市に住みたい、住み続けたいと思う人の定住人口を確保しながら、本市の特性を、本市に住みたい、住み続けたいと思う人の定住人口を確保しながら、本市の特性を本市に住みたい、住み続けたいと思う人の定住人口を確保しながら、本市の特性を定住人口を確保しながら、本市の特性をしながら、本市の特性を
最大限に活かした交流人口の拡大を目指します。

　平成29年の人口 ８万人以上

●豊かな自然と歴史や
文化のかおるまち

●安全で安心して快適
に暮らせるまち

●魅力や活力のある
　にぎわいのまちにぎわいのまち

●いきいきとした地域
が連携するまち
●市民とともにつくる
ふれあいのまち

やすらぎとふれあいに満ちた“ほっと”なまち



津久田小学校　狩野優人さん小学校　狩野優人さん狩野優人さんさん
豊秋小学校
奥泉夢希さん

上白井小学校
狩野祐介さん

上白井小学校　生方恭兵さん橘北小学校　今井達也さん

ずに残ってほしい風景などを描いていただいたものです。ずに残ってほしい風景などを描いていただいたものです。ずに残ってほしい風景などを描いていただいたものです。ずに残ってほしい風景などを描いていただいたものです。ずに残ってほしい風景などを描いていただいたものです。ずに残ってほしい風景などを描いていただいたものです。ものです。

　本市の将来像を実現するための施策を8つの分野に区分し、体系的、計画的に推進します。本市の将来像を実現するための施策を8つの分野に区分し、体系的、計画的に推進します。
また、定住人口の確保や交流人口の拡大に関わる施策の緊密な連携による施策推進を図ります。

～利便性の確保と
ネットワークを広げる～

～学びの場を整え
地域の文化を育む～

～美しく豊かな
環境と共生する～

～地域資源の活用と
多様な連携を生み出す～

～安全、安心、快適な
暮らしを支える～

～市民の参加や内外の
交流の輪を広げる～

～誰もが健やかに
　温もりにあふれて暮らす～温もりにあふれて暮らす～

～協働と効率化を
市民とともに進める～

　市の一体感を高め、それぞれの地区の特性を活かしたまちづくりが進んでいくようにするた市の一体感を高め、それぞれの地区の特性を活かしたまちづくりが進んでいくようにするた特性を活かしたまちづくりが進んでいくようにするたを活かしたまちづくりが進んでいくようにするた
め、施策の大綱として８つの分野ごとの施策や事業の取り組みを先導する３つの重点プロジェ
クトを推進します。

　中心市街地としての都市機能中心市街地としての都市機能
の検討を行い、市民や、市外か
らも訪れる人々に様々なサービ
スとにぎわいを提供できる拠点
づくりを進め、中心市街地を活を進め、中心市街地を活進め、中心市街地を活
性化

　市の一体感や生活利便性を高市の一体感や生活利便性を高
めるため、各地区を結ぶ道路や
橋りょう整備による、公共交通
網の充実化

　温泉観光地として全国的な知温泉観光地として全国的な知
名度をもつ伊香保温泉と市内の
各地区の観光資源との結びつき
を強くし、観光と連携した産業
の振興による交流人口の拡大

　本市の将来像の実現に向けて、地区の資源を活かした特色あるまちづくりと、地区間の緊密本市の将来像の実現に向けて、地区の資源を活かした特色あるまちづくりと、地区間の緊密
な連携によって本市の一体的な発展を目指します。

渋川地区

子持地区

伊香保地区

赤城地区

小野上地区

北橘地区



渋川西小学校　岸祥穂さん渋川南小学校　川﨑日向子さん古巻小学校　樺澤沙稀さん小学校　樺澤沙稀さん樺澤沙稀さんさん 豊秋小学校　合田瞳さん

渋川地区 伊香保地区 小野上地区 子持地区 赤城地区 北橘地区

施策の大綱に基づく48施策

１ 道路・公共交通などの都市基盤整備

２ 自然環境の保全

４ 健康・福祉の充実

５ 教育・文化・スポーツの振興

６ 産業の振興・活性化

３ 生活環境の充実 ７ コミュニティ・市民参加の充実

８ 効率的な行財政運営

◎中心市街地の
　活性化活性化

◎観光ネット
　ワークの創出ワークの創出

◎道路・橋りょう
　整備の推進整備の推進

地
区
の
特
性
を
活
か
し
た

将
来
像
の
実
現

スポーツの振興

活性化

市民参加の充実

政運営

橋りょう
進推推推進進進

性
を
活
か
し
た

実
現

●豊かな自然と歴史や文化のかおるまち

●安全で安心して快適に暮らせるまち

●いきいきとした地域が連携するまち

●市民とともにつくるふれあいのまち

●魅力や活力のあるにぎわいのまち

やすらぎとふれあいに満ちた
“ほっと”なまち



長尾小学校　小菅美琴さん 伊香保小学校　斉藤佳苗さん
豊秋小学校
小濱峻平さん

橘北小学校
小林知矢さん

古巻小学校　小原章宏さん

●広報広聴の充実
●情報公開の推進・個人情報保護の推進
●情報化の推進
●健全な行財政運営
●広域行政の推進

●市民と行政との協働体制の確立
●交流連携の強化と国際交流の推進
●男女共同参画の推進
●人権意識の向上・平和な社会の推進

●健康づくりの推進
●医療体制の充実
●地域福祉の充実
●子育て環境の充実
●高齢者福祉の充実
●障害者（児）福祉の充実
●介護保険の充実
●国民健康保険の円滑な運営と国民年金制度の推進

●幼児教育・学校教育の充実
●幼児教育・学校教育施設の充実
●青少年の健全育成
●生涯学習の充実
●地域文化の振興
●スポーツ・レクリエーションの振興

●環境対策の推進
●ごみの減量化・再利用
●自然の保全と計画的な土地利用
●河川の保全・活用
●景観の形成・保全

●連携を強化する道路・橋りょうの整備
●生活に身近な道路の整備
●公共交通体系の確立
●良好な市街地の形成

【48施策】【分　野】

●安定した水の供給
●汚水処理の充実
●消防力の強化
●防災機能の強化
●交通安全対策の推進
●定住環境の充実

●市街地のバリアフリー化
　促進
●防犯体制の整備・充実
●消費者生活の充実
●公園の整備

●農林業の振興
●工業の振興
●商業の振興

●観光資源の連携強化
●新たな観光資源の開発
●勤労者対策の充実



津久田小学校　桜井翼さん金島小学校　坂井麻希さん古巻小学校　齊藤真理菜さん 渋川北小学校　清水ちとせ さん

施策の展開
指　　標　　標標

項　目　目目 現状値（H18年度） 目標値（H24年度）

連携を強化する道路・
橋りょうの整備

○広域的な道路の整備
○都市計画道路の整備　
○橋りょうの整備

都市計画道路の
整備延長 15.9㎞ 17.7㎞

緊急輸送道路におけ
る橋りょうの耐震調
査プログラムの策定

未策定 策定完了

生活に身近な
道路の整備

○道路改良の推進　
○生活道路整備の推進
○維持管理の充実

道路改良率 41.6％ 44.0％

公共交通体系の確立
○鉄道利便性の向上
○バス路線の充実
○交通機関などの連携強化

ＪＲ線乗車人員 1,927,476人 1,978,000人

乗合バス利用者数 340,264人 345,000人

良好な市街地の形成 ○市街地整備の推進
○土地区画整理事業の推進

土地区画整理事
業の事業費ベース
での進捗率

58.5％ 96.7％

　市の将来像を実現するため８つの分野に施策区分し整理しています。それぞれの市の将来像を実現するため８つの分野に施策区分し整理しています。それぞれの
分野に応じて、施策内容とその展開方向を示し、施策の進み具合を確認できるよう
に、指標を設定して５年後の目標値を定めています。

　高速道路などの恵まれた広域的な幹線道路網を活かし、高速道路などの恵まれた広域的な幹線道路網を活かし、
これらと連携する補助幹線道路としての生活に身近な道
路の整備を進めるとともに、鉄道、バス路線などの公共
交通体系の確立により、快適な生活環境を確保し、にぎ
わいあふれるまちづくりを推進します。
　良好な市街地を形成するため、都市基盤と宅地の一体良好な市街地を形成するため、都市基盤と宅地の一体
的な整備や、密集した市街地の改善を進めます。

～利便性の確保とネットワークを広げる～



中郷小学校　神道和香さん 豊秋小学校　髙橋由衣さん金島小学校　関隼耶さん南雲小学校　須田帆南さん

施策の展開
指　　標　　標標

項　目　目目 現状値（H18年度） 目標値（H24年度）

環境対策の推進

○環境基本計画の推進　
○地球温暖化対策実行計
画の推進　

○環境調査の充実　
○環境保全への意識啓発

エコ・リーダーの
認定者数 125人 200人

ごみの減量化・再利用

○ごみ減量化の推進　
○分別収集の推進　
○資源再利用の普及・啓発
○収集運搬体制の充実

家庭ごみからの
資源ごみ回収率 16.4％ 20.0％

一人１日当たりの
ごみ排出量 720ｇ 684ｇ（5.0%減）

自然の保全と計画的な
土地利用

○自然の保全の推進　
○計画的な土地利用の推進
○緑化の推進

都市計画区域再編 未実施 完了

河川の保全・活用
○河川環境の保全　
○治水対策の促進　
○河川愛護の意識の高揚

一級河川平沢川
における河川環境
整備済延長
（　）内は、整備総延内は、整備総延は、整備総延
長に対する整備率

117ｍ
（3.5％）

2,900ｍ
（86.6％）

景観の形成・保全

○自然・地形を活かした
景観形成

○歴史的、文化的な景観
の保全
○市街地における景観形成

市街地（用途地域（用途地域用途地域
内）における緑地）における緑地における緑地
面積

20.7ha 21.2ha

電線地中化延長 1,880m 3,000m

　豊かな恵みと、潤いや安らぎを与えてくれる貴重な自豊かな恵みと、潤いや安らぎを与えてくれる貴重な自
然を次世代に受け継いでいくため、自然環境の保全に努
め、環境問題意識の啓発を推進するとともに、資源循環
型社会の構築に向け、ごみの発生抑制と減量化を進めま
す。
　山々と河川が織り成す風景や歴史的な資源を保全し、山々と河川が織り成す風景や歴史的な資源を保全し、
「ふるさと」を感じさせる景観の形成を図ります。

～美しく豊かな環境と共生する～



渋川北小学校　髙栁亜莉沙さん長尾小学校　高橋涼さん 橘小学校　楯　圭太さん
伊香保小学校
田子隆太さん

橘小学校
楯　みなみ さん

施策の展開
指　　標　　標標

項　目　目目 現状値（H18年度） 目標値（H24年度）

安定した水の供給
○水源確保と水質保全
○供給施設の拡充・整備
○事業の健全経営

老朽管（石綿管）の更新
鋳鉄管の更新

残延長　19,334ｍ19,334ｍｍ
残延長　30,694ｍ30,694ｍｍ

残延長　3,790ｍ
残延長 24,880ｍ

有収率
（簡易水道を除く） 83.8％％ 85.0％％

汚水処理の充実
○汚水処理施設の整備
○汚水処理事業の充実
○水洗化の推進

汚水処理普及率 66.0％ 76.4％％

消防力の強化
○消防車両の配備　
○消防施設の整備
○消防団活動の充実

防火水槽と
消火栓設置数 1，559基，559基559基基 1，700基

消防団員数 646人 688人

防災機能の強化

○地域防災計画や国民保
護計画の推進

○防災施設の整備
○協力体制の充実

自主防災組織の
結成率 38.3％ 50.0％

交通安全対策の推進

○道路交通環境の改善
○交通安全マナーの普及・
啓発

○交通安全教育の推進

交通事故件数 863件 820件以下

定住環境の充実

○住宅供給の充実　
○住宅建設を促進するた
めの支援の充実
○住宅用地の供給　
○建物の耐震化の推進

市営住宅の
改善・整備率 22.8％ 40.0％

　安定した水を供給するため、浄水施設などを充実する安定した水を供給するため、浄水施設などを充実する
とともに、公共用水域の水質保全のため、汚水処理施設
の整備を計画的に進めます。
　地震、火災などの災害、交通事故や多様化する犯罪な地震、火災などの災害、交通事故や多様化する犯罪な
どに的確に対応できるよう、防災・防犯対策や交通安全
対策、地域の安全性の確保を図ります。
　安全で快適な生活を送ることができるよう、定住環境安全で快適な生活を送ることができるよう、定住環境
を充実し、市街地のバリアフリー化を進めるとともに、
健康でうるおいのある生活環境の形成を図ります。

～安全、安心、快適な暮らしを支える～



南雲小学校　栩内隆晶さん渋川西小学校　登坂菜生さん渋川西小学校　戸鹿野哲弥さん 橘小学校　都丸楓月さん

施策の展開
指　　標　　標標

項　目　目目 現状値（H18年度） 目標値（H24年度）

健康づくりの推進

○健康増進計画の推進
○母子保健の推進　
○生活習慣病予防の推進
○疾病予防の推進　
○地域保健活動の推進
○食育の推進

胃がん検診受診率 19.9％ 50.0％

乳幼児健康診査
受診率

３か月　　    97.1％
１歳６か月　  97.2％
３ 歳　　　  95.6％

100％

施策の展開
指　　標　　標標

項　目　目目 現状値（H18年度） 目標値（H24年度）

市街地の
バリアフリー化促進

○市街地における公共空
間のバリアフリー化
○高齢者、障害者などへの配慮

あんしん
歩行エリア
歩道整備率

48.2％ 69.0％

防犯体制の整備・充実
○防犯意識の高揚
○防犯活動の推進
○防犯環境の整備

防犯灯設置数 7，138基 7，600基

刑法犯認知件数 1，151件 10.0％の削減

消費者生活の充実

○消費者保護体制の充実
○消費生活における知識
の高揚、啓発
○消費者団体との連携

消費生活関係講
演会の開催回数
と参加者数

年11回
511人

年17回
710人

公園の整備

○都市公園の整備　
○身近な公園の整備　
○特色ある公園や緑地の
保全・活用

○公園の管理

都市公園の
整備面積 136.6ha 137.1ha

　健康で安心した生活を送ることができるよう、医療体制健康で安心した生活を送ることができるよう、医療体制
を充実するとともに、健康づくりへの支援や相談、指導体
制を充実します。
　安心して子どもを生み育てやすい環境を整えるため、市安心して子どもを生み育てやすい環境を整えるため、市
民ニーズに的確に対応した子育て支援施策を推進します。
　高齢者や障害者（児）のための福祉サービスの充実を図り、
積極的な社会参加や地域で支える取り組みを支援します。
　介護保険、国民健康保険などの健全で円滑な運営に努介護保険、国民健康保険などの健全で円滑な運営に努
めます。

～誰もが健やかに温もりにあふれて暮らす～



三原田小学校　鳥山恵さん 渋川南小学校　福田耕大さん
古巻小学校
林颯一郎さん

三原田小学校　藤川果奈さん

施策の展開
指　　標　　標標

項　目　目目 現状値（H18年度） 目標値（H24年度）

医療体制の充実

○地域医療体制の充実
○救急医療体制の充実
○渋川総合病院の機能の
充実

渋川保健医療圏
入院自足率

60.0％
（H14年度値） 65.0％

地域福祉の充実
○自立支援の確立
○日常生活の向上
○福祉活動の充実

支援員（民生委員
児童委員、ボラン
ティア、生活支援
員）数

1，502人 1，570人

子育て環境の充実

○次世代育成支援行動計
画の推進

○保育・相談体制の充実
○子育て支援の充実
○学童保育の充実
○児童虐待の未然予防

しぶかわファミ
リー・サポート・セ
ンターの活動件数

588件 1，000件

高齢者福祉の充実

○高齢者の安全・安心対
策の推進

○高齢者の生きがいづく
りの充実
○高齢者の社会参加の促進

60歳以上の老人
クラブ加入率
（　）内は加入者数

43.0％
（11，161人） 43.0％

60歳以上のシルバー
人材センター入会率
（　）内は入会者数

2.8％
（730人） 3.0％

障害者(児)福祉の充実 ○障害者計画の推進
○障害福祉計画の推進

訪問系サービス給
付時間／月 926.5時間 1，072時間

日常生活用具等給
付人員／年 144人 364人

介護保険の充実

○介護予防の推進　
○介護サービスの充実
○地域ケアネットワーク
の整備
○介護保険制度の健全な
運営、制度の信頼性の
確保

介護予防事業利
用率

特定高齢者の
30.4％

特定高齢者の
50.0％

国民健康保険の円滑な
運営と国民年金制度の
推進

○国民健康保険財政の安
定化

○医療費の適正化
○国民健康保険診療所の
運営
○国民年金制度の推進

国民健康保険税収
納率 90.9％ 92.0％

国民健康保険加
入者１人当たり医
療費

236，118円 県平均以下



中郷小学校　星野怜菜さん刀川小学校　星野莉那さん橘北小学校　星野理沙さん 渋川北小学校　堀田紗希さん

施策の展開
指　　標　　標標

項　目　目目 現状値（H18年度） 目標値（H24年度）

幼児教育・
学校教育の充実

○学校・家庭・地域の連携強化
○教育・指導体制の充実
○教職員の資質・指導力向上
○幼稚園教育の充実　
○学校給食における食育の推進
○高等教育機関の誘致と連携

わかる授業の割合
(保護者の評価)

小学校　90.0％
中学校　80.0％

小学校　90.0％以上
中学校　85.0％以上

学校給食における
地産地消割合 51.3％ 60.0％

幼児教育・
学校教育施設の充実

○義務教育施設の整備
○幼児教育施設の整備
○給食施設の整備、運営

小中学校校舎・屋
内体育館耐震補
強が必要な棟数

校舎　12棟
屋内体育館　16棟 完了

青少年の健全育成
○青少年センター運営の充実
○学校・家庭・地域との連携
○関係団体との連携強化と活動の充実

青少年の体験学
習参加者数 2，221人 2，300人

生涯学習の充実

○生涯学習活動の推進
○学習情報の充実とネッ
トワーク化の推進
○学習施設の充実　
○生涯学習推進体制の充実

公民館利用者数 256，321人 282，000人

図書館利用者数 124，001人 156，600人

出前講座参加者数 1，300人 1，400人

地域文化の振興

○文化財の保護・活用と
伝統文化の継承

○自主活動団体の育成支援
○文化行政の推進

地域文化活動団
体の登録団体数 19団体 25団体

文化施設入場者数 47，520人 58,000人

スポーツ・レクリエー
ションの振興

○スポーツ・レクリエー
ションの推進
○競技スポーツの振興
○体育施設の整備・充実

人口に占める週平
均のスポーツ施設
利用率

14.5％ 35.0％

　子どもたちが、確かな学力や豊かな人間性、健やかな
体力を身につけ、生きる力を育んでいくため、教育内容や
施設を充実するとともに、青少年の健全育成を図ります。
　市民が、生涯にわたり主体的に学習や趣味、スポーツ・市民が、生涯にわたり主体的に学習や趣味、スポーツ・
レクリエーションに取り組み、生きがいのある充実した生
活を送ることができるよう、生涯学習環境の充実とスポー
ツ・レクリエーションの振興を図ります。
　地域の貴重な文化財の保護と活用を図るとともに、芸地域の貴重な文化財の保護と活用を図るとともに、芸
術や文化に触れる機会を大切にし、歴史と文化のかおり高いまちづくりを推進します。

～学びの場を整え地域の文化を育む～



渋川西小学校　堀込朗さん 中郷小学校　牧芽来美さん渋川北小学校　堀米紗英さん
古巻小学校
本田彩さん

施策の展開
指　　標　　標標

項　目　目目 現状値（H18年度） 目標値（H24年度）

農林業の振興

○農業の担い手の育成と農
林産物の生産振興、販売
力の強化

○農林産物の安全確保と
食と農の理解促進

○地域農業の維持と農村
機能の保全と発揮

○森林の保全、利活用と
林業生産条件の整備

認定農業者数 236人 249人

認定農業者への
農地集積率
（農地集積面積）

23.0％
(536ha)

32.0％
(622ha)

工業の振興

○経営基盤の安定化　
○異業種間交流の促進
○ものづくり中小企業の
ネットワーク化の促進
○企業立地基盤の整備
○環境と調和した工業地
の整備促進と調査研究

製造品出荷額 1，984億円
（H17年度値） 2，230億円

有馬企業団地進
出企業数
(   )内は、工業団面積

１
（供用済面積0.26ha）

４
（残面積2.1ha）

商業の振興

○中心市街地の活性化と
活力ある商業地の再生

○経営近代化の支援　
○商業基盤の整備
○商業活動の推進　
○商業活動のネットワー
ク化

年間商品販売額 1，651億円
（H16年度値） 1，800億円

　農林業、商業、工業などの各産業の振興を図るとともに、農林業、商業、工業などの各産業の振興を図るとともに、
地区ごとに特色を持った地場産業の連携により産業の活
性化を図ります。
　さらに、関係機関との連携強化により市民の就業環境さらに、関係機関との連携強化により市民の就業環境
の改善と向上を目指します。
　全国的な知名度を誇る伊香保温泉を観光の核とし、自全国的な知名度を誇る伊香保温泉を観光の核とし、自
然、歴史、文化などの豊富な地域資源の活用と発掘を行
うとともに、既存の観光資源の特長をさらに活かし、観
光ネットワークの創出を図ります。

～地域資源の活用と多様な連携を生み出す～



橘北小学校　茂木翔希さん金島小学校　村山夏穂さん豊秋小学校　水出萌映子さん 金島小学校　望田萌衣さん

施策の展開
指　　標　　標標

項　目　目目 現状値（H18年度） 目標値（H24年度）

観光資源の連携強化

○観光基本計画の策定定
○温泉街の振興
○一体的な観光宣伝と観
光ルートづくりの推進

○観光施設の充実　
○交流交通の促進

観光客数 485万人 500万人

宿泊者数 121万人 130万人

新たな観光資源の開発
○地域資源の活用と再発見
○観光農業の推進
○外国からの観光客誘致の推進

外国人宿泊者数 1,600人 3,200人

勤労者対策の充実

○就業機会の充実　
○相談事業の充実
○福利厚生の充実　
○勤労者福祉施設の活用

有効求人倍率 0.9倍 1.0倍

相談窓口の利用件数 905件 1,000件

施策の展開
指　　標　　標標

項　目　目目 現状値（H18年度） 目標値（H24年度）

市民と行政との
協働体制の確立

○コミュニティ活動の促進
○市民協働体制の確立
○ボランティア・NPO活
動との連携

ＮＰＯ数 23団体 33団体

　地域のコミュニティ活動など市民の自発的なまちづく地域のコミュニティ活動など市民の自発的なまちづく
り活動を支援するとともに、ボランティア団体などの専
門性や専門知識を持ったまちづくりの担い手と連携しな
がら、市民と行政の役割分担に応じた市民参画による、
協働体制づくりを進めます。また、市の政策や施策に、
広く市民の意見を反映し行政運営を推進します。
　市内外の交流を活発にしていくとともに、国際化の進市内外の交流を活発にしていくとともに、国際化の進
展を踏まえた、多文化共生社会の実現に向けて、外国人
との共存や交流機会を充実します。
　市民がお互いの個性を尊重し、誰もが平等に暮らすことのできる明るい社会の実現に向けて、市民がお互いの個性を尊重し、誰もが平等に暮らすことのできる明るい社会の実現に向けて、
男女共同参画や人権意識などの啓発に努めます。

～市民の参加や内外の交流の輪を広げる～



豊秋小学校　本宮俊樹さん 橘小学校　諸田栞さん渋川北小学校　諸田依蕗さん 刀川小学校　諸田佳奈さん

施策の展開
指　　標　　標標

項　目　目目 現状値（H18年度） 目標値（H24年度）

交流連携の強化と
国際交流の推進

○都市、地域間交流の推進

○姉妹・友好都市などと
の交流推進

○市民レベルの国際交流
への支援

都市交流事業へ
の参加者数 121人 180人

国際交流事業へ
の参加者数 721人 830人

男女共同参画の推進

○男女共同参画計画の策
定と推進

○男女共同参画推進施策
の充実

○啓発活動の推進

セミナーなどへの
参加者数 358人 920人

人権意識の向上・
平和な社会の推進

○人権相談・啓発の推進

○人権教育の推進

○平和な社会の構築

人権ポスター
応募率 65.8％ 85.0％

平和映画上映会
参加者数 120人 260人

　高度情報技術の急速な進展を踏まえて、行政情報化に高度情報技術の急速な進展を踏まえて、行政情報化に
よる電子自治体の実現を目指すとともに、個人情報の保
護や情報公開を適正に実施し、公平で公正な、透明性の
高い行政運営を推進します。
　社会情勢の変化や少子高齢化の進展などにより多様化社会情勢の変化や少子高齢化の進展などにより多様化
する市民ニーズに迅速で的確に対応するため、事務事業
の効率化や組織の活性化を行うなど、行政改革の取り組
みを進めます。

～協働と効率化を市民とともに進める～



渋川北小学校　山本華音さん古巻小学校　谷内裕紀さん 長尾小学校　吉田真菜さん
長尾小学校
諸田晴香さん

古巻小学校
山田季穂さん

施策の展開
指　　標　　標標

項　目　目目 現状値（H18年度） 目標値（H24年度）

広報広聴の充実
○広報活動の充実

○広聴活動の充実
－ － －

情報公開の推進・
個人情報保護の推進

○情報公開の充実

○個人情報保護の推進
－ － －

情報化の推進

○情報通信技術を活用し
た市民サービスの向上

○情報通信技術を活用し
た行政運営の高度化・
効率化の推進

○情報の安全性の確保

○市民の情報活用能力の
開発支援

○情報通信格差の是正

各種申請の電子化 ６手続 50手続

公共施設予約の
電子化 ３施設 14施設

健全な行財政運営

○行政改革の推進

○事務事業の見直しと公
共施設の有効活用

○組織の活性化と定員管
理の適正化

○財源の確保と効率的な
財政運営

市の職員数 955人 900人

市税徴収率 89.6％ 全国平均徴収率

地方債残高
（普通会計） 317億５千53万円 30億円

（10％）の削減

広域行政の推進

○構成市町村の連携

○事業の共同処理の推進
と体制強化

○負担の適正化と広域行
政のあり方の検討

－ － －



●交流拠点と地場産業を活かした
まちづくり

 ● 小野子山南麓の豊かな自然の維
持・保全

 ● 温泉施設や道の駅などを活かし
た交流の拡大と地場産業の振興

●伊香保温泉の知名度と集客
力を活かしたまちづくり

 ● 観光拠点としての温泉街の活
性化

 ● 観光地にふさわしい魅力ある
景観づくり

渋川･伊香保IC

渋川駅

金島駅

祖母島駅

小野上駅
小野上温泉駅

JR上越線

JR吾妻線

　本市の将来像の実現に向けて、地区の資源を活かした特色あるまちづ本市の将来像の実現に向けて、地区の資源を活かした特色あるまちづの実現に向けて、地区の資源を活かした特色あるまちづ実現に向けて、地区の資源を活かした特色あるまちづに向けて、地区の資源を活かした特色あるまちづ
くりと、地区間の緊密な連携によって一体的な発展を目指します。。



●産業活力と自然や歴史資
源を活かしたまちづくり

 ● 幹線道路の立地を活かした
産業活力の増進

 ● 既存資源を活かした観光振
興による交流の拡大

●農業活力と交通利便性を
活かしたまちづくり

 ● 農業生産基盤の充実
 ● 交通利便性を活かした農
業振興と観光の連携強化

●良好な住環境と高付加価
値農業を活かしたまちづ
くり

 ● 住環境の維持
 ● 高付加価値農業の推進

●交通利便性と都市機能の集
積を活かしたまちづくり

 ● 都市拠点と地区拠点との連携
を強化する道路や公共交通
の充実 

 ● 交通利便性と商業施設や公共
施設の集積を活かした滞留
性の向上

 ● 住宅市街地の改善や整備など
による居住環境の向上

赤城IC

八木原駅

敷島駅

津久田駅

関越自動車道
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