
第３回村山市総合計画策定審議会以降の修正点

1
市政を取り巻く社
会潮流と検討課

題
8～10

以下について、本市の状況説明を追記

（2）超高齢化と長寿社会への対応、（3）国際化の進展、
（6）情報通信技術（AI,IoT等）の進展

総合計画策定審議会の意見を受けて修
正

2
最重点プロジェク

トの評価
17

（3）「東北中央自動車道開通後のまちづくり」事業 （3）「東北中央自動車道開通後のまちづくり」事業

※東北中央自動車道「東根北～大石田村山」間の開通見
通しとそれを踏まえた今後の施策展開を追加

国の動向（高速自動車国道の開通見通
し）を踏まえて修正

3
基本施策

（多様なタイプの
住む場所の設定）

28

具体的施策：（3）移住・定住者への経済的支援

「住宅取得や賃貸住宅への転居者等を対象とした経済的
支援の実施を継続します。また、移住・定住者の動向や他
自治体の取組も注視し、制度の拡充も含めたより村山市ら
しい支援の在り方を検討します。」

具体的施策：（3）移住・定住者への経済的支援

「住宅取得や賃貸住宅への転居者等を対象とした経済的
支援の実施を継続します。また、住宅取得費の拡充や新
婚世帯の助成により、若者の更なる定住促進を図ります。
さらに、移住・定住者の動向や他自治体の取組も注視し、
制度の拡充も含めたより村山市らしい支援の在り方を検討
していきます。」

「子育てスマイルプロジェクト」を踏まえ
て修正

4
基本施策

（交通基盤の整
備）

31

（課題と展望）

「東北中央自動車道の「東根北～大石田村山間」の開通
時期は、軟弱地盤対策工に時間を要しているため国から
示されておらず、市道整備が先行する状況となっていま
す。ミッシングリンクの早急な解消が望まれます。」

（課題と展望）

※内容の削除 国の動向（高速自動車国道の開通見通
し）を踏まえて修正

5
基本施策

（移住定住の促
進）

37、38

①基本施策：移住交流の促進

②基本方針
村山市の「ほどよい田舎」としての魅力を効果的に発信し、
転出の抑制を図るとともに、特に首都圏からの移住者増加
に向けた取組を推進します。

③具体的施策：若者定着・回帰促進
「北村山地域の自治体や関係団体と連携し、地域内外の
若者等の管内定着・回帰促進を図ります。」

④施策の主管課等：政策推進課、商工観光課・生涯学習
課

①基本施策：移住定住の促進

②基本方針
子育てしやすいまち、教育の充実したまち、「ほどよい田
舎」で暮らしやすいまちなど、本市の魅力を市内外に効果
的に発信し、転出の抑制を図るとともに、特に首都圏から
の移住者増加に向けた取組を推進し、まちの活力と人口
規模の維持を図ります。

③具体的施策：若者定着・回帰促進
「北村山地域の自治体や関係機関・企業と連携し、地域内
外の若者等の管内定着・回帰促進を図ります。」

④施策の主管課等：政策推進課、商工観光課・学校教育
課・生涯学習課

・総合計画策定審議会の意見を受けて
修正（②）
・第2次村山市教育振興基本計画（案）を
踏まえて修正（③、④）
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6

基本施策
（家族に寄り添う
子育て支援体制

の充実）

40

具体的施策：（1）保育施設・環境の充実

「～。また、保育に適した園児数の確保等からより良い保
育施設の配置、運営方針（公営・民営等）を検討します。さ
らに、多様化する保育サービスのニーズと子どもの安全・
安心な預かりのために必要な保育士の確保及び資質向上
を図ります。その他に、自宅で保育を行う世帯に対し必要
な支援を検討します。」

具体的施策：（1）保育施設・環境の充実

「～。また、保育に適した園児数の確保等からより良い保
育施設の配置、運営方針（公営・民営等）を検討し、保育施
設の再編を行います。さらに、多様化する保育サービスの
ニーズと子どもの安全・安心な預かりのために必要な保育
士の確保及び資質向上を図ります。そのほかに、自宅で
保育を行う世帯に対し経済的支援を行います。」

「むらやま子育ち あいあるプラン+」の主
な具体的事業の内容を踏まえて修正

7 〃 40

具体的施策：（2）親や家族が子どもと向き合う機会を増や
す取組

「～。さらに、出産や子育てを余裕をもって行えるための経
済的支援を拡大します。」

具体的施策：（2）親や家族が子どもと向き合う機会を増や
す取組

「～。さらに、保護者が心身にゆとりを持って子育てができ
るよう、出産や進学時など子育ての場面に応じた経済的支
援を行います。」

「むらやま子育ち あいあるプラン+」の主
な具体的事業の内容を踏まえて修正

8 〃 40、41

具体的施策：（3）多様な預かり体制の整備

「病児を含めた一時預かりやファミリー・サポート・センター
事業を継続して実施するとともに、～子どもが健やかに育
つ環境を整えます。」

具体的施策：（3）多様な預かり体制の整備

「病児を含めた一時預かりやファミリー・サポート・センター
事業を継続して実施するとともに、～子どもが健やかに育
つ環境を整えます。また、病児保育利用料の助成により、
保護者の経済的負担の軽減を図ります。」

「むらやま子育ち あいあるプラン+」の主
な具体的事業の内容を踏まえて修正

9

基本施策
（心身ともに健康
で安心な体制づく

り）

43

具体的施策：（2）母体や子どもの健康確保のための支援
の継続

「産婦乳児1か月健診費用や新生児聴覚検査費用への助
成を継続して行うほか、新たな事業を展開します。」

具体的施策：（2）母体や子どもの健康確保のための支援
の継続

「産婦乳児1か月健診費用や新生児聴覚検査費用への助
成を継続して行います。」

「むらやま子育ち あいあるプラン+」の主
な具体的事業の内容を踏まえて修正

10

基本施策
（様々な困難への
適切な対応や支

援）

45

具体的施策：（1）障がい児家庭やひとり親家庭への支援の
継続

「～。また、ひとり親家庭等の児童、生徒の学習支援を継
続し学力向上に努めるほか、子どもの居場所づくりに努め
ることで、児童、生徒の健全な成長を支援するとともに、経
済的負担を軽減するための事業を検討します。」

具体的施策：（1）障がい児家庭やひとり親家庭への支援の
継続

「～。また、ひとり親家庭等の児童、生徒の学習支援を継
続し学力向上に努めるほか、子どもの居場所づくりに努め
ることで、児童、生徒の健全な成長を支援するとともに、経
済的負担を軽減するための事業を行います。」

「むらやま子育ち あいあるプラン+」の主
な具体的事業の内容を踏まえて修正

11

基本施策
（村山IC（仮称）周
辺の好アクセスを
生かした環境づく

り）

51

具体的施策：（3）村山IC（仮称）を活かした工業団地の推
進

「東北中央自動車道の開通に向け、村山IC（仮称）周辺の
河島地区、駅西エリア、碁点地区など、好アクセスな立地
を活かした工業団地等の活性化を推進し、～。」

具体的施策：（3）村山IC（仮称）を活かした工業団地の推
進

「村山IC（仮称）の開通見通しが令和4年内と公表され、周
辺の河島地区、駅西エリア、碁点地区など、好アクセスな
立地を活かした工業団地等の活性化を推進し、～。」

国の動向（高速自動車国道の開通見通
し）を踏まえて修正
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12
基本施策

（森林資源の保全
及び景観の維持）

59

具体的施策：（2）森林資源の有効活用

「地元製材業者等との連携を図り、地元産木材を積極的に
利用することにより、市内の森林資源の有効活用に努めま
す。」

具体的施策：（2）森林資源の有効活用

「地元製材業者や建設業者等との連携を図り、地元産木
材を積極的に利用することにより、市内の森林資源の有効
活用に努めます。」

総合計画策定審議会の意見を受けて修
正

13

基本施策
（農商工連携によ
る新たな発見・支

援）

68、69

①基本施策：農商工連携による新たな発見支援

②具体的施策：（2）食品加工業や外食産業との連携

①基本施策：農商工連携による新たな発見・支援

②具体的施策：（2）食品製造業や外食産業との連携
所管課の意見を受けて修正

14

基本施策
（農観連携による
取組と地産地消

の推進）

71

具体的施策：（2）グリーンツーリズムの推進

主管課、関係課：農林課、商工観光課・生涯学習課

具体的施策：（2）グリーンツーリズムの推進

主管課、関係課：農林課、商工観光課
※生涯学習課を削除

所管課の意見を受けて修正

15
基本施策

（観光まちづくりの
推進）

79

具体的施策：（2）着地型観光の推進

主管課、関係課：商工観光課

具体的施策：（2）着地型観光の推進

主管課、関係課：商工観光課・農林課、生涯学習課
所管課の意見を受けて修正

16

基本施策
（確かな学力を身
につけ、時代変化
に対応できる能力

の育成）

88

具体的施策：（2）社会の変化に対応でき、実践応用力を有
するさまざまな資質・能力の育成

「平成30年度に策定した小中学校ICT環境整備基本計画
に基づき、年次計画でICT学習環境の整備を実施していき
ます。」

具体的施策：（2）社会の変化に対応でき、実践応用力を有
するさまざまな資質・能力の育成

「平成30年度に策定した小中学校ICT環境整備基本計画
に基づき、年次計画でICT学習環境の整備を実施するとと
もに、教員のICT活用力の向上と児童生徒の情報活用能
力の育成を図ります。」

第2次村山市教育振興基本計画（案）を
踏まえて修正

17

基本施策
（魅力あふれる学
校、安心で元気な
学校づくりの推

進）

91

具体的施策：（1）時代の進展に対応し、信頼される学校づ
くりの推進

具体的施策：（1）時代の進展に対応し、信頼される学校づ
くりの推進　※教員の働き方改革を追加
「教員が教育活動に専念し、子どもに向き合う時間を十分
に確保できるよう、教員の多忙化解消に向けた教員の働き
方改革を推進します。」

・パブリックコメントを受けて修正
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18

基本施策
（郷土に誇りをも
ち地域とつながる
心の育成、学校と
地域が協働し支

え合う仕組みを構
築）

93

①具体的施策：（1）地域を知り、地域を愛する心を育む教
育の推進と教育財産等の活用・継承

②具体的施策：（2）学校と地域との連携・協働の推進と地
域社会全体での教育支援

③具体的施策（2）
「行政区と小学校が一致しているという本市の特徴を大事
にし、～」

①具体的施策：（1）地域を知り、郷土愛を育む教育の推進
と教育財産等の活用・継承

②具体的施策：（2）学校と家庭・地域との連携・協働の推
進と地域社会全体での教育支援

③具体的施策（2）
「行政区と小学校が一致しているという本市の特徴を大事
にし」
※下線を削除

・第2次村山市教育振興基本計画（案）を
踏まえて修正（①、②）
総合計画策定審議会の意見を受けて修
正（③）

19 成果指標 27

基本施策：多様なタイプの住む場所の設定

①危険空き家等の改善件数、②空き家バンクによる契約
成立件数、③住宅の耐震診断戸数累計、④住宅の耐震改
修戸数累計、⑤子育て応援・定住促進事業支援数類型

基本施策：多様なタイプの住む場所の設定

①空き家バンクによる契約成立件数、②子育て応援・定住
促進事業支援数類型

所管課の意見を受けて修正

20 〃 58

基本施策：森林資源の保全及び景観の維持

森林インストラクター数

基本施策：森林資源の保全及び景観の維持

森林イストラクター数→自然環境体験事業数 総合計画策定審議会の意見を受けて修
正

21 〃 99

基本施策：高齢者福祉の充実

①介護予防教室への参加者数、②ふれあい・いきいきサ
ロン延べ参加者数、③老人クラブ及びふれあい・いきいき
サロン充足率、④高齢者在宅生活率

基本施策：高齢者福祉の充実

①介護予防教室への参加者数、②高齢者在宅生活率 所管課の意見を受けて修正

※その他、誤字脱字の修正、字句の調整・加筆があります。
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