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序章 みどり市まち・ひと・しごと創生総合戦略の位置づけ 

 

１ 総合戦略の策定趣旨 
少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、それぞれの地域で

住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくため、国は、平成 26

年 11 月に「まち・ひと・しごと創生法」を制定し、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を平

成 26 年 12 月 27 日に閣議決定しました。 

 

本市としても、国の長期ビジョン及び国の総合戦略を勘案し、未来にわたって地域として活力

を持続していくため、地域として進むべき道を定め、戦略的な行動を示す『みどり市まち・ひと・

しごと創生総合戦略』（以下、「本戦略」という。）を策定します。 

 

２ みどり市総合計画・関連計画との関係 
本市では、『輝くひと 輝くみどり 豊かな生活創造都市』を目指したまちづくりの全般的な

施策について「みどり市総合計画（平成 20 年度から平成 29 年度）」を策定し、計画に基づく施

策に現在取り組んでいます。 

 

本戦略については、「みどり市総合計画」を上位計画とし、各分野の個別計画と基本的な考え

方を共有しつつ、地方創生に向け戦略的に取り組む施策について、とりまとめたものです。また、

本戦略で新たに提案する事業については、次期総合計画に位置づけて実施していきます。 

 

３ 計画期間 
本戦略の計画期間は、平成 27 年度（2015 年度）から平成 31 年度（2019 年度）までの５年間

とします。 
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第１章 基本方針 

 

１ 基本的な考え方 
本戦略では、将来の人口規模を展望した「みどり市人口ビジョン」で掲げた「結婚・子育て」、

「はたらく場」、「移住、空き家」、「観光」、「教育環境」に焦点を絞り、出生率の向上や社

会移動の改善を図るための、今後５年間で重点的に取り組むべき施策・事業を位置づけます。 

 

出生率については、結婚・出産・子育てに関する様々な課題を解消し、希望する人が安心して

子どもを産み育てられるようなまちづくりを進め、現状で 1.53 の合計特殊出生率を、2020 年（平

成 32 年）に 1.66、2040 年（平成 52 年）に 2.20 まで段階的に向上させることを目指します。 

 

社会移動の改善に向けては、市内での雇用の確保・拡大や定住環境としての魅力を高めるまち

づくりを進めます。また、本市の独自の教育環境を実現し、子育て世帯の転入促進、進学や就職

のために転出した若者のＵターンの促進、進学のために転入した若者の転出抑制を図ること等に

より社会移動における均衡を図ります。 

 

２ 基本的な視点 
本戦略の策定にあたっては、国の総合戦略に掲げられている、「まち・ひと・しごとの創生に

向けた政策５原則」を踏まえます。 

 

まち・ひと・しごとの創生に向けた政策５原則 

１）自立性 各施策が一過性の対症療法的なものにとどまることなく、構造的な問題に対

処し、みどり市や市民・事業者等の自立につながるよう、継続的に市の活力

を再生・維持していくための事業を進めていきます。 

２）将来性 本戦略では、市民・事業者等が市の将来に期待を持つことができるよう、み

どり市が自主性・主体性をもって取り組むことができる施策・事業の展開を

図ります。 

３）地域性 みどり市の各地域の特性にあった施策を実施します。市民だれもがまちに愛

着と誇りを持って、いつまでも住み続けたいと思えるような施策・事業の展

開を図ります。 

４）直接性 様々な主体が関わり合いながら、各々の役割を発揮し、最大限の効果をあげ

るための施策・事業の展開を図ります。 

５）結果重視 PDCA サイクルのもとで具体的な数値目標を設定し、事業効果や進捗状況の

検証と改善を継続的に行っていきます。 
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第２章 基本目標と重点戦略 

 

１ 基本目標 
本戦略では、「みどり市人口ビジョン」で示した将来目指すべき方向に即して次の５つの基本

目標を設定し、人口展望に近づけるよう合計特殊出生率の向上を目指します。 

各事業の取組期間を「短期」・「中期」・「長期」の３つの区分に分類し、平成 31 年度（2019

年度）までを計画期間とする本戦略では、短期で取り組むべき事業に集中的に投資することで、

今後、中・長期で取り組んでいくための基盤づくりを行います。 

  
  

短期 H27～31年度
（2015～2019年度）

中期 H32～41年度
（2020～2029年度）

長期 H42～51年度
（2030～2039年度）

みどり市の特性を活かした地域雇用の拡大

豊富な森林資源を活用した産業振興を図るとともに、商店街の活性化等を進
める中で創業・起業を支援して雇用創出を目指します。

基本目標３「はたらく場」

地域特性に応じた魅力発信と定住促進
地区の特性に応じた観光産業の振興で交流人口の増加を図り、魅力のPRで地域への定住増加を目指します。

基本目標５「観光」

子育て世帯をターゲットとした教育環境の充実

みどり市で教育を受けさせたいと思う人が増えるよう、独自できめ細かな教育
を推進することで子育て世帯の転入を図ります。

基本目標１「教育環境」

若い世代の結婚・出産・子育て等の希望の実現
出会いの場の創出、子育て・教育の一体的な支援による子育て環境の充実を
図り、成婚者の増加と出生率の向上を目指します。

基本目標２「結婚・子育て」

合計特殊出生率

2040年：2.20
合計特殊出生率

2020年：1.66
合計特殊出生率

2030年：1.93
合計特殊出生率

2015年：1.53

安心して住み続けられる環境づくりと移住促進

地域と連携しながら住みやすい環境を整え、空き家等も有効に活用しな
がら移住者にとって魅力あるまちを目指します。

基本目標４「移住促進」

【施策】

①安心できめ細かな教育実現、②子育て世帯の学資援助、③将来を担
う若者を支援 等

【施策】

①子育て応援情報の発信、②働く親への支援策の充実、③出産希望者
の支援、④子育て世帯への経済的支援 等

【施策】
①地域産業の活性化、②産業の担い手育成、③産業の基盤づくり

【施策】 ①遊休資産の有効活用、②転入者への積極的支援

【施策】 ①多様な媒体で魅力発信、②交流ゾーンの整備、③観光の広域連携、④魅力あるイベントの実施
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２ 重点戦略の設定 

（１）重点戦略の位置付け 
重点戦略は、単独で取り組むのではなく、各取組同士を結び付けて一体的に実施することで、

波及効果・相乗効果により効果的かつ効率的に取り組みます。そのため、各地域の特性や資源

を活かしながら、各取組の連携により本市の目標達成を目指します。 
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（２）重点戦略の展開 
本市は、20 歳代、30 歳代で転出・転入の動きがあり、40歳以上の市内在住者はそのまま居

着く傾向にあります。そのため、40歳までの世代を対象に、子育て・教育環境の充実、安定し

た雇用創出、生活基盤の整備等を図る必要があります。 

総合戦略の実施にあたっては、優先順位をつけて「結婚・子育て」や「教育環境」分野に重

点的に取り組みつつも、それぞれを結びつけた取組を重点戦略と位置づけ、下図のように各分

野や主体が積極的に連携することで効率的に高い成果が上げられるよう取り組みます。 

 

 

 

 

    

交流人口増加による
移住者の増加

若い世代の結婚・出産・
子育て等の希望の実現

基本目標２「結婚・子育て」

子育て応援・情報発信

出産希望者の支援

子育て支援策の拡充

みどり市の特性を活か
した地域雇用の拡大

基本目標３「はたらく場」

地域産業の活性化

地域特性に応じた魅力
発信と定住促進

基本目標５「観光」

多様な媒体で魅力発信

安心して住み続けられる
環境づくりと移住促進

基本目標４「移住促進」

遊休資産の有効活用

子どもたちの教育環境
の充実

年少人口増加による新たな働
き手の確保

観光産業における
雇用創出

子育て世帯をターゲットとした
教育環境の充実

基本目標１「教育環境」

子育て世帯の学資援助

将来を担う若者を支援

安心できめ細かな教育実現

ふるさとへの愛着の醸成

働く親への
子育て支援

環境充実による移住者
の増加

重点戦略４：

地域資源ＰＲと観光
周遊戦略

重点戦略２：

地域の未来を担う
人材育成戦略

重点戦略１：

教育・子育て環境充実
による相乗戦略

重点戦略３：

働く親・地域産業
応援戦略

移住者増加による産業活性化

移住子育て世帯へ
の積極的支援

地域の魅力や
歴史の学習
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３ 重点戦略の内容 
【教育環境∞結婚・子育て】 

重点戦略①：教育・子育て環境充実による相乗戦略  

 

【背景】 

○本市の人口動向をみると、子育て層である「25～39 歳」では転入超過、「40 歳以上」の市内

在住者はそのまま居着く傾向にあります。 

○少子高齢化が進む中、特色ある学校や地域に開かれた学校づくりが一層求められます。子ども

の心身の成長を育むための支援体制を整備し、特色ある教育を推進していく必要があります。 

 

【取組内容】 

○安心できめ細かな教育を行うための職員増員や特色ある教育を充実させるとともに、子育て世

帯への支援策 PRに注力していくことで、若い世代への子育て支援を一層充実します。 

○既存施設等を活用しながら、市内に教育と子育て両方に取り組める場所を整備し、教育・子育

てで地域 No.１のまちを目指します。 

 

 
【成果指標】 

○「教育環境∞結婚・子育て」について政策パッケージとして戦略的に取り組むことにより、以

下のめざそう値達成を目指します。 

指 標 現状値(H26 年度) めざそう値(H31年度) 

学校生活に満足している児童・生徒の割合 

（①小学生、②中学生） 
①95.8％ 

②93.9％ 
①②とも 95.0％ 

H26 年度「学校評価」より 

子育てしやすいまち(環境)だと思う保護者の割合 

80.4％ 85.0％ H27 年度市民アンケート（※）より 

設問「あなたはみどり市は子どもを安心して育てることができる環境

が整っていると思いますか」 
※市民アンケート…毎年、無作為抽出した市民 3,000 人を対象に行っています（H27 年度回答率：35.3％）。 

前年度終了後、調査し集計しています。 
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【教育環境∞はたらく場】 

重点戦略②：地域の未来を担う人材育成戦略 

 

【背景】 

○本市は合計特殊出生率で全国や県の平均よりも高い数字を維持しているものの、年代別で見る

と｢15～24 歳」で就学・就労のために転出が多く、生産年齢人口が流出しています。 

○一方で、平成 24 年（2012 年）の商店数が平成９年（1997 年）比で約 63％、平成 22 年（2010

年）の農家戸数が平成 7 年（1995 年）比で約 67％までに減少しており、産業の担い手不足が

深刻化しています。 

 

【取組内容】 

○各種団体や大学と連携しながら、地場産業である林業や農業の魅力を市内の学生に発信すると

ともに、市内で新規雇用する事業者や創業希望者・新規就農者等を支援します。 

○Ｕターンで就労を希望する若者が安心して修学できるよう、新たな奨学金制度の創設を検討し

て将来のみどり市を担う人づくりを目指します。 

  
【成果指標】 

○「教育環境∞はたらく場」について政策パッケージとして戦略的に取り組むことにより、以下

のめざそう値達成を目指します。 

指 標 現状値(H26 年度) めざそう値(H31年度) 

地域産業担い手育成支援事業補助金活用による新

規就労者数 ― 20 人 

「地域産業担い手育成支援事業補助金活用実績」より 

新規林業従事者数 
2 人 3 人 

H26 年度「林業従事者実態調査」より 

（参考：H22 年度「国勢調査」林業就業者数 47 人） 

新規就農者数 
2 人 4 人 

H26 年度「新規就農者実態調査」より 

（参考：平成 22 年度「農林業センサス」総農家数 1,096 戸） 
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【結婚・子育て∞はたらく場】 

重点戦略③：働く親・地域産業応援戦略 

 

【背景】 

○18～40 歳までを対象とした市民アンケートでは、86.4％の人が「子どもがほしい」と回答する

一方、条件として、出産費用や保育料等の負担軽減や職場における支援を求める回答が多い結

果となりました。 

若い世代が希望どおり子どもを持てるよう、ゆとりを持って働きながら子育てできる環境を整

えることが求められます。 

 

【取組内容】 

○出産費用等を支援しながら、学童保育延長や病児保育で働く親への支援策を一層充実させ、働

きたい若い子育て世代の希望実現を目指します。 

○地域産業の振興や企業誘致、担い手育成等を通じて市内の産業振興や新たな雇用創出を図ると

ともに、商店街活性化と連動した創業・起業支援を行います。 

 

【成果指標】 

○「結婚・子育て∞はたらく場」について政策パッケージとして戦略的に取り組むことにより、

以下のめざそう値達成を目指します。 

指 標 現状値(H26 年度) めざそう値(H31年度) 

起業家チャレンジ資金活用による延べ開業者数 
10 事業所 17 事業所 H26 年度「起業家チャレンジ資金融資実績（延べ）」より 

（参考：H26 年度「経済センサス」事業所数 2,519） 

学童保育所に入所している児童数 
585 人 600 人 

H26 年度「学童保育児童入所状況」より（年平均値） 
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【観光】 

重点戦略④：地域資源 PR と周遊観光戦略 

   

【背景】 

○市内には笠懸・大間々・東の各地区にそれぞれ異なる地域資源があるため、それぞれの魅力を

活かしながら、交流人口を増やすことで地域を活性化する必要があります。 

○一方で、周辺には日光や足尾等の観光資源があるとともに、東京からの電車の終着駅になって

いることから、首都圏住民や外国人においてもアクセスしやすい特性を有しています。 

 

【取組内容】 

○笠懸地区の遺跡、大間々地区の歴史的な街並みや東地区の自然体験等の地域の活性化資源の充

実・PRを図るとともに、将来的に日光・足尾と連携した周遊観光の促進、東京・浅草と連携し

たモデルツアー等の実施を研究します。 

 

 

【成果指標】 

○「観光」について政策パッケージとして戦略的に取り組むことにより、以下のめざそう値達成

を目指します。 

指 標 現状値(H26 年度) めざそう値(H31年度) 

入込観光客数 
242 万人 300 万人 

H26 年度「観光客数・消費額調査」より 

 
  



10 
 

４ 目標達成に向けた施策体系 
５つの基本目標に対して、成果目標の達成に向けた施策の体系をまとめます。 

 

基本目標 基本的施策 事務事業の例 

基本目標１ 
子育て世代をタ

ーゲットとした

教育環境の充実 

（教育環境） 

１－① 安心できめ細かな教育実現 教育課程特例校運営事業、きめ細かな指導充実支援

員配置事業、小中学校へのサイエンスドクター導入 

１－② 子育て世帯の学資援助 学校給食費無料化、学習教材の充実による特色ある

教育推進事業 

１－③ 将来を担う若者を支援 新たな奨学金制度の創設（検討） 

１－④ 小中一貫教育の導入 あずま小中一貫校設置事業 

１－⑤ 校外教育への支援 MIDORIジュニアアカデミー事業 

基本目標２ 
若い世代の結

婚・出産・子育

て等の希望の実

現 

（結婚・子育て） 

２－① 子育て応援情報の発信 パパ・ママ子育てお助けアプリで情報提供事業、公

園マップ作成事業、子育て支援PR事業 

２－② 働く親への支援充実 学童保育早朝・延長事業、病児保育環境整備事業、

保育所第2子以降保育料無料化事業、24時間365日

保育園事業 

２－③ 出産希望者の支援 不妊治療費助成強化事業、母乳マッサージ無料事業 

２－④ 子育て世帯の経済的支援 出産おめでとう祝金事業、みどり市次世代育成手当、

みどり市在住感謝企画事業 

２－⑤ 子育て環境の整備 公園整備事業、新公園等建設事業、放課後スキルア

ップレッスン事業(空き教室貸出事業）、子育て支援

センター整備事業 

２－⑥ 出会いの場の創出 婚活イベント開催事業 

２－⑦ 若者の希望・意向把握 市内中学の全ての卒業生を対象にした進路・就職・

結婚・居住地に関する追跡調査 

基本目標３ 

みどり市の特性

を活かした地域

雇用の拡大 

（はたらく場） 

３－① 地域産業の活性化 森林資源利用拡大・新需要創出事業、商店街活性化

支援事業、みどり市ブランドの魅力向上及び販路拡

大 

３－② 産業の担い手育成 地域産業担い手育成支援事業、創業支援事業 

３－③ 産業活性化の基盤づくり 企業立地優遇制度、まちなか拠点施設整備事業、企

業の誘致、複合商業施設開設事業及びミニ工業団地

造成事業 

基本目標４ 

安心して住み続

けることができ

る環境づくりと

移住促進 

（移住促進） 

４－① 遊休資産の有効活用 空き家利活用促進事業、空き家解体支援事業、遊休

地無料貸与事業、市内空き物件（民活）発信事業、

空き家家賃補助事業、空き家対策部署の設置、空き

家の社宅利用促進 

４－② 転入者への積極的支援 オールみどりの速やかな体制づくり、新築住宅建築

促進事業（家屋）、新築住宅建築促進事業（土地）、

転入世帯生活基盤構築支援事業、市有地無償貸付移

住促進事業 

基本目標５ 

地域特性に応じ

た魅力発信と定

住促進 

（観光） 

５－① 多様な媒体で魅力発信 観光PR事業、東町地域おこし協力隊事業、情報発信

事業、蔵の街「大間々」のPR 

５－② 交流ゾーンの整備 まちなか整備事業、笠懸町交流ゾーン整備事業 

５－③ 観光の広域連携 日光市連携事業（コンテンツ）、日光市連携事業（交

通網）、浅草～赤城～足尾〜日光の周遊ルートによ

るインバウンド、都市交流事業 

５－④ 独自イベントの実施 みどり市の「遊び」推進事業、みどり市オリジナル

イベント実施事業 
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第３章 具体的な施策 

 

基本目標１：子育て世帯をターゲットとした教育環境の充実 
 

（１）基本的施策 
１－① 安心できめ細かな教育実現 

【対象】幼稚園児、小学生、中学生のいる世帯 

１－② 子育て世帯の学資援助 

【対象】幼稚園児、小学生、中学生、高校生のいる世帯 

１－③ 将来を担う若者を支援 

【対象】大学等を卒業してＵターンする学生 

１－④ 小中一貫校の導入 

【対象】小学生、中学生 

１－⑤ 校外教育への支援 

【対象】小学生、中学生、高校生のいる世帯 

 

（２）成果指標 
指 標 現状値（H26 年度） めざそう値（H31年度） 

学校生活に満足している児童・生徒の割合 

（①小学生、②中学生） 
①95.8％ 

②93.9％ 
①②とも 95.0％ 

H26 年度「学校評価」より 

年少人口（0～14 歳） 
7,151 人 6,783 人 

「住民基本台帳人口」より（H27年３月 31 日現在） 

   

（３）事務事業 

１－① 安心できめ細かな教育実現 

事業名 取組内容 取組時期 

【新規】 

きめ細かな指導充実支援

員配置事業 

小学校で進級時、学級数が減り、１学級の児童数が

増加する学年に支援員を１名配置し、環境変化にス

ムーズに適応できるよう指導の充実を図る。 

短期 

【新規】 

旧福岡西小学校利活用事

業 

学校規模適正化により閉校となった旧福岡西小学校

を「みどり市多世代交流館～Link～」として利活用

していくため、基本理念に沿って施設の改修等を実

施する。 

短期 

【新規】 

小中学校へのサイエンス

ドクター導入 

群馬大学大学院理工学府博士課程の学生を講師とし

て、専門的な科学をテーマとした授業を各学校で行

う。みどり市の学校に通えば高度な科学の授業が受

けられ、科学オリンピックで金メダルも取れるとい

うイメージ確立を目指す。 

短期 
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事業名 取組内容 取組時期 

教育課程特例校運営事業 あずま小学校の全学年において英語科を実施し、子

どものコミュニケーション能力を育成するととも

に、英語力を身に付けさせる。 

短期 

幼稚園保育充実事業 園行事の充実を図るための文化・芸術的要素を取り

入れた活動を計画する。保育の充実を図るための環

境整備、幼児が興味をもつ体育用具の購入や、視聴

覚機器の入れ替えを行う。 

短期 

幼稚園補助教諭配置事業 きめ細かな教育活動や幼児育成の支援を行うため、

補助教諭を配置する。 

短期 

幼稚園子育て支援事業 預かり保育、体験保育等の内容の充実や講演会等の

開催による子育て情報の提供を通じ、幼稚園教育へ

の理解を深め、保護者の子育て意識を高める。 

短期 

児童生徒豊かな心と探求

心育成事業 

富弘美術館・岩宿博物館と連携し、豊かな心の育成

や体験活動の充実を目指すとともに、「夢の教室」

や「演劇教室」を実施する。 

短期 

教育支援員配置事業 特別な教育的支援を必要とする児童の活動を支援す

るために支援員を配置する。 

短期 

学校カウンセラー活用事

業 

市内公立幼稚園・小・中学校にカウンセラーを配置

することにより、学校における問題行動や悩みを抱

えている幼児・児童・生徒・保護者等に対応する。 

短期 

学力向上対策事業 市内の小中学校において学力調査と知能検査を行

う。 

短期 

学力向上対策支援員事業 個に応じた指導やきめ細かな指導の充実を図るた

め、担当教師の指導を補助する支援員を配置する。 

短期 

学校図書司書補助員配置

事業 

市内小中学校の図書館機能や読書活動の充実を図る

ため、図書の整理や管理等を行う図書司書の補助員

を配置する。 

短期 

生徒指導特別サポート員

配置事業 

市内各中学校に生徒指導特別サポート員を１名ずつ

配置し、関係する教職員と連携し、様々な問題を抱

える生徒を支援する。 

短期 

スクールガードシステム

整備事業 

市内小学校の下校時間帯等に合わせて警備員を配置

し、巡回業務を実施して児童の安全安心を確保する。 

短期 

非常通報装置設置事業 各施設の職員室内に、警察直通の通報装置を設置す

ることにより、非常時の警察への通報を迅速かつ確

実に行うことができるようにする。 

短期 

新設小学校設置事業 児童数 1,000 人を超える県下一の大規模校である 

笠懸小学校を分離して新たに小学校１校を建設し、

良好な教育環境の確保に努める。 

短期 

 

１－② 子育て世帯の学資援助 

事業名 取組内容 取組時期 

【新規】 

学校給食費無料化 

児童生徒の健やかな成長につながるよう、安全でお

いしい学校給食を無料で提供する。 

短期 
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事業名 取組内容 取組時期 

【新規】 

学習教材等の充実による

特色ある教育推進事業 

小中学校における教材費に対し、児童生徒１人当た

り一定額を市が負担し、学校教育における教材等の

充実を図る。 

短期 

特別支援学校就学援助事

業 

特別支援学校の小学部・中学部・高等部に在学する

児童生徒の保護者からの申請に基づき、予算の範囲

内において就学援助費を支給する。 

短期 

通学定期券補助事業 対象児童・生徒に対し、通学に係る公共交通利用定

期券を購入し交付する形で補助を行う。 

短期 

わたらせ渓谷鐡道利用高

校生等通学費補助事業 

わたらせ渓谷鐵道を利用して東町から高等学校等へ

通学する生徒の通学費を負担している保護者に、上

神梅駅から桐生駅の間の通学定期旅客運賃を超える

額を補助する。 

短期 

 

１－③ 将来を担う若者を支援 

事業名 取組内容 取組時期 

【新規】 

新たな奨学金制度の創設

（検討） 

人材育成に積極的に取り組む先進地、しっかりとし

た奨学金制度がある自治体としてアピールすること

で、自然とＩターン・Ｕターンに結びつくよう、み

どり市在住を条件とした給付型奨学金制度等、市独

自の新たな制度創設を検討する。 

短期 

キャリアドリーム事業 市内の中学２年生を対象とし、生徒の希望を基にし

た受け入れ事業所を確保し、1～２学期の中で、３～

５日間の職場体験学習を行う。 

短期 

奨学金貸与事業 高等学校、専修学校、大学等に修学・進学しようと

する生徒のうち、経済的理由によって修学が困難な

者に奨学金を貸与する。 

短期 

 

１－④ 小中一貫校の導入 

事業名 取組内容 取組時期 

【新規】 

あずま小中一貫校設置事

業 

英語科の教育課程特例校としての認可に加え、小中

一貫校としての教育課程特例校の申請も追加してい

く。そして、小中一貫校専門教員（非常勤講師）の

配置や全学年に教科として「英語科」の導入、９年

生（中学３年生）に海外研修を実施、クラブ活動・

部活動の充実、地区外から通学する児童生徒を想定

した送迎用のスクールバスの導入等、特色あるあず

ま小中一貫校の設置を検討する。 

中期 
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１－⑤ 校外教育への支援 

事業名 取組内容 取組時期 

【新規】 

MIDORI ジュニアアカデミ

ー事業 

将来、スポーツ・科学・芸術等国際的にも活躍でき

る人材を輩出することを目指し、小中学生へのスポ

ーツ・科学・芸術への指導を行う施設・機関の創設

を検討する。 

長期 
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基本目標２：若い世代の結婚・出産・子育て等の希望の実現 

（１）基本的施策 
２－① 子育て応援情報の発信 

【対象】子育て世帯、みどり市に住みたい人 

２－② 働く親への支援策充実 

【対象】働きながら子育てをしている世帯（働くパパママ） 

２－③ 出産希望者の支援 

【対象】子どもを産みたい・増やしたい人、子育てをしている人 

２－④ 子育て世帯の経済的支援 

【対象】子育てをしている世帯 

２－⑤ 子育て環境の整備 

【対象】子育てをしている世帯 

２－⑥ 出会いの場の創出 

【対象】結婚したい人 

２－⑦ 若者の希望・意向把握 

【対象】市内中学校の全卒業生 

 

（２）成果指標 
指 標 現状値（H26 年度） めざそう値（H31年度） 

合計特殊出生率 

1.53 1.66 出生率計算の際の分母の人口数を出産可能年齢（15～49 歳）の女

性に限定し、各年齢ごとの出生率を足し合わせ、一人の女性が生

涯何人の子供を産むのか推計 

子育てしやすいまち（環境）だと思う保護者 

の割合 
80.4％ 85.0％ H27 年度市民アンケートより 

設問「あなたはみどり市は子どもを安心して育てることができる

環境が整っていると思いますか」 

出生数 
392 人 421 人 

H27 年度「平成 26 年の群馬県の人口動態統計概況」より 

学童保育所に入所している児童数 
585 人 600 人 

H26 年度「学童保育児童入所状況」より（年平均値） 

 

（３）具体的施策 

２－① 子育て応援情報の発信 

事業名 取組内容 取組時期 

【新規】 

パパ・ママ 子育てお助け

アプリ「すくすく」(仮称)

で情報提供事業 

多様化する子育て世帯に対応し、誰でも時間や場所

を気にすることなく、子育てに関する情報を取得す

ることができるよう、行政がスマートフォンのアプ

リを活用し、効率的な情報発信を図る。 

短期 
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事業名 取組内容 取組時期 

【新規】 

公園マップ作成事業 

市内に現在ある公園を多くの市民に周知し、活用し

てもらうため、市内の公園情報を載せたマップ（写

真入り）を作成する。 

短期 

【新規】 

子育て支援 PR 事業 

子育て支援策を充実した後、市の子育て支援策をア

ピールし、子育て世帯の転入促進を促す。ご当地婚

姻届・出生届を作成し、結婚の機運を高めるととも

に、婚姻届の提出者に子育て支援策を PRする機会と

する。 

短期 

乳幼児健診事業 母子保健法に基づき、個人負担なしで４・７・12 ヶ

月、１歳６ヶ月児及び３歳児健診と２歳児歯科健診

を実施する。 

短期 

離乳食指導事業 試食編は、保健師から歯みがきや事故予防、管理栄

養士から離乳食の進め方について指導を実施する。

実習編は、母親が月齢に合わせた調理実習を行い、

実習中に子どもを母子保健推進員や保健師が託児す

る。 

短期 

発達相談事業 対象児に保健師・臨床心理士・保育士等専門的スタ

ッフによる「みどりっこ相談会」を案内し、療育が

必要な幼児に対し、関係機関と連携して療育へ繋げ

る。 

短期 

地域子育て支援拠点事業

（子育て支援センター設

置推進） 

子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点（子

育て支援センター）の設置を推進し、子育ての不安

感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援する。 

短期 

子育て応援サポーター事

業 

子どもや子育て家庭が安心して生活できる環境づく

りを推進するため、子育て講座等の開催や子育て応

援団を結成するなどして、地域・社会全体で子育て

する機運の醸成を図る。 

短期 

児童虐待防止対策緊急強

化事業 

児童虐待防止・早期発見・早期対応のため、子育て

講座の実施や要保護児童対策地域協議会での見守り

等により、支援を必要とする者への取組を強化する。 

短期 

家庭児童相談事業 家庭内の様々な問題についての相談に応じ、相談者

の置かれた環境の状況等を的確に捉え、その家庭に

最も効果的な支援を行えるよう取り組む。 

短期 

子どもの学び支援事業 夏休み等の長期休業期間中の子どもたちが自主的に

学習するための環境づくりとして、公民館の会議室

等を開放し、大学生等の地域ボランティアによる学

習指導を行う。 

短期 

 

２－② 働く親への支援充実 

事業名 取組内容 取組時期 

【新規】 

学童保育早朝・延長事業 

働く保護者の悩みの１つである「小１の壁」を取り

払うため、学童保育の開所時間の拡充を図る。 

短期 
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事業名 取組内容 取組時期 

【新規】 

病児保育環境整備事業 

保育所等に通っている子どもが病気のため自宅療養

が必要な期間、保護者が勤務等で家庭での保育が困

難な場合に、病児対応型の保育事業を実施する。 

短期 

保育充実促進事業 低年齢児保育における基準以上の保育士配置や、食

物アレルギー対策に取り組む私立保育所に対し補助

を行い、保育環境の充実を図る。 

短期 

延長保育促進事業 保護者の就労の多様化に対応するため、延長保育事

業を実施する私立保育所（市内）に対し補助を行い、

育児と就労の両立支援を行う。 

短期 

障害児保育対策補助事業 集団保育が可能な障がいの認定を受けるなど支援が

必要な児童の保育所への受け入れを促進するため、

保育所が必要な保育士を配置するための人件費を補

助する。 

短期 

保育園通園バス補助事業 交通機関の未整備な過疎地域において､保育所が所

有する自動車により園児及び保護者の送迎を支援す

るために運行に係る人件費、燃料代等の運行経費を

補助する。 

短期 

病後児保育補助事業 病後児保育（病気の回復期にあり、集団保育が困難、

かつ、保護者が就労などの理由により家庭で保育を

することが困難な児童を、保育園に付帯する専用ス

ペースで一時的に保育する事業）を実施する保育園

に対し、事業に必要な人件費を補助する。 

短期 

子育て環境づくり推進事

業 

私立保育園の小規模な改修工事に対し補助し、子育

て環境の整備を行う。 

短期 

学童保育事業 保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に対

し、適正な遊びや生活の場を与えて、その健全育成

を図るため、学童保育事業（平日：学校の授業終了

後から午後６時 30 分、長期休業期間：午前８時から

午後６時 30 分）を社会福祉法人に委託等して行う。 

短期 

【新規】 

保育所第２子以降保育料

無料化事業 

市内在住の児童（同一世帯の 18 歳未満年度末の第２

子目以降）にかかる保育所の利用者負担額を無料化

する。 

中期 

 

２－③ 出産希望者の支援 

事業名 取組内容 取組時期 

【新規】 

不妊治療費助成強化事業 

現行の不妊治療費助成を拡大し、当該年度内の不妊

治療に要する負担額の全額（年度上限 100 万円）を

補助する。 

短期 

【新規】 

母乳マッサージ無料事業 

桐生大学と連携し、助産師の授業一貫（単位）とし

て、研修を兼ねたボランティア：予約制「母乳マッ

サージ」を保健センター等で行う。 

短期 
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事業名 取組内容 取組時期 

妊産婦健診事業 妊婦一般健康診査受診票を交付（総額：98,730 円）

し、県内の医療機関で検診を案内する。また、県外

医療機関に対しては償還払いで対応する。受診票の

結果に基づき、必要に応じて保健指導を実施する。 

短期 

不妊治療費助成事業 医療保険診療及び医療保険適用外において医師が不

妊治療と認めたものに対し、上限10万円を補助する。 

短期 

母親学級・両親学級事業 参加者の交流を軸に、妊娠中の過ごし方や身体の変

化、赤ちゃんの特徴や子育て等、講話や実習を行う。 

短期 

母子健康手帳交付事業 妊娠届に基づき母子健康手帳、マタニティーステッ

カーとマタニティーキーホルダーの交付を行う。妊

娠届出時アンケートによりハイリスク妊婦の把握に

努め、必要に応じて保健指導を行う。 

短期 

 

２－④ 子育て世帯の経済的支援 

事業名 取組内容 取組時期 

【新規】 

出産おめでとう祝金事業 

出産された家庭に対し祝金を贈呈する。（みどり市

10 年以上定住誓約。転出等で誓約内容に相違した場

合は返金） 

短期 

養育医療給付事業 入院治療が必要な未熟児の保護者からの医師の意見

書等による申請に基づき、養育医療費を給付する。 

短期 

福祉医療総務事業 福祉医療制度の適正な運営により円滑な助成を実施

する。 

短期 

子どもの未来応援事業 高校を卒業していないひとり親家庭の親等が高校卒

業程度認定試験の合格を目指す場合に対象講座の受

講費用の一部を給付金として支給する。 

未婚のひとり親家庭の保育園保育料算定にあたり、

寡婦（夫）控除のみなし適用を実施する。 

短期 

子ども事業 義務教育終了前の子どもに対し医療保険自己負担分

及び入院時食事療養費標準負担額を給付する。 

短期 

母子家庭事業（単独） 配偶者のいない女子で、18 歳未満の児童を扶養して

いる住民税課税標準額が 145 万円未満の者及び当該

児童、また住民税課税標準額が 145 万円未満の父母

のいない 18 歳未満の児童に対し、医療保険自己負担

分及び入院時食事療養費標準負担額を給付する。 

短期 

父子家庭事業（単独） 配偶者のいない男子で、18 歳未満の児童を扶養して

いる住民税課税標準額が 145 万円未満の者及び当該

児童に対し医療保険自己負担分及び入院時食事療養

費標準負担額を給付する。 

短期 

第３子以降子育て支援事

業 

第３子以降の児童が２歳に達する月まで、市が指定

する店舗（７店舗）で紙おむつを購入できる紙おむ

つ給付券、１箇月当たり 2,000 円分（1,000 円券×２

枚）を交付する。 

短期 



 

19 
 

事業名 取組内容 取組時期 

母子自立支援事業 市が指定する教育訓練講座を受講した者に対して教

育訓練終了後に訓練給付金を支給する（自立支援教

育訓練給付金）。また、看護師等の対象資格を取得

するため、２年以上養成機関で修業し、資格取得が

見込まれる者に対して修業期間に訓練促進給付金を

支給するとともに、修業期間終了後に修了支援給付

金を支給する。（高等職業訓練給付金） 

短期 

【新規】 

みどり市次世代育成手当 

子育て世帯の負担軽減を図るため、３歳～小学６年

までの第１子・第２子について、現行の児童手当額

に市独自で一定額を上乗せする。（所得制限限度額

を設定） 

中期 

【新規】 

みどり市在住感謝企画事

業 

みどり市に住民登録したカップル（40 代まで）に１

年後、サンレイク草木（子宝の湯）ペア宿泊券また

は市内で使用できる商品券を贈呈する。 

子どもが３歳、５歳、７歳の誕生日の翌月に小平の

里でバーベキューセットを贈呈する。 

子どもが中学入学時にも市内で使用できる商品券を

贈呈する。 

中期 

    
２－⑤ 子育て環境の整備 

事業名 取組内容 取組時期 

一時預かり補助事業 保護者が一時的な理由（仕事、病気、看護、冠婚葬

祭等）により家庭において保育が困難な未就学児童

を一時的に預かる保育を実施する市内の私立保育所

に対し、補助を行う。 

短期 

子育て短期支援事業 養育が一時的に困難になった児童や緊急一時的に保

護が必要な母子を施設において一定期間、養育・保

護する。 

短期 

赤ちゃんの駅設置事業 子育て中の親が気軽に立ち寄れ、おむつ替えや授乳

のできる場所として公共施設や民間施設を赤ちゃん

の駅として指定する。 

短期 

子育て応援施設整備事業 子育て応援施設の利用者に、健康的で快適な公共空

間を提供するため、施設の腰高壁に市産材を用い、

安全対策を含めた保育環境の整備を行う。 

短期 

母子生活支援施設措置事

業 

配偶者のいない母親等とその子どものうち、安定し

た生活環境が維持できない家庭に対し、母子生活支

援施設において保護する。 

短期 

ファミリーサポートセン

ター事業 

援助を受けたい者と援助を行いたい者との相互援助

活動に関する連絡、調整を行うことにより、地域の

おける育児等の相互援助活動を支援するファミリー

サポート・センターを運営する。 

短期 



 

20 
 

事業名 取組内容 取組時期 

【新規】 

24 時間 365 日保育園事業 

笠懸第１保育園での一時保育の受け入れ時間を 24時

間 365 日とし、いざという時に児童を預けられる環

境を整える。一時保育の受け入れ時間を 24 時間 365

日とする私立保育所に対し、運営費を補助する。ま

た、保育環境が一層充実するよう、市内保育園に勤

務する保育士の処遇改善として毎月の給与に手当を

支給する。 

中期 

【新規】 

公園整備事業 

現在ある公園に新しい遊具を設置する等、テーマを

持った公園づくりを行い、活気ある公園を整備する。 

中期 

【新規】 

新公園等建設事業 

全市民が憩える新しい公園と児童館等（雨の時に遊

べる屋内施設）を一体的に建設する。 

中期 

【新規】 

放課後スキルアップレッ

スン事業（空き教室貸出事

業） 

平日の保育時間終了後や放課後に、市内の各幼稚

園・保育園・小学校の空き教室（特別教室）等を利

用して各種教室を開催できるよう無料で開放する。 

中期 

 

２－⑥ 出会いの場の創出 

事業名 取組内容 取組時期 

【新規】 

婚活イベント開催事業 

若い世代に興味をもって参加してもらうため、新ス

ポーツイベント等を開催し、若い男女の出会いの場

を作る。 

中期 

 

２－⑦ 若者の希望・意向把握 

事業名 取組内容 取組時期 

【新規】 

市内中学の全ての卒業生

を対象にした進路・就職・

結婚・居住地に関する追跡

調査 

若者世代の「仕事」や「学校」「住んでいる場所」

について現状分析し、ニーズ、市の長所や魅力、短

所と弱点等を的確に把握する。「なぜ市外、県外で

学び、ふるさと以外で就職したか」「居住地を市外

に選択している理由は」等を尋ね、人口問題への取

り組みや住環境、雇用、労働環境の整備、Ｉターン・

Ｕターンに役立てるための第一歩とする。 

短期 
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基本目標３：みどり市の特性を活かした地域雇用の拡大 
 

（１）基本的施策 
３－① 地域産業の活性化 

【対象】市内の事業者、市内で就労したい人 

３－② 産業の担い手育成 

【対象】市内の事業者、市内で就労したい人 

３－③ 産業活性化の基盤づくり 

【対象】市内の事業者、市内へ進出を予定している事業者 

 

（２）成果指標 
指 標 現状値（H26 年度） めざそう値（H31年度） 

地域産業担い手育成支援事業補助金活用によ

る新規就労者数 ― 20 人 

「地域産業担い手育成支援事業補助金活用実績」より 

起業家チャレンジ資金活用による延べ開業者

数 10 事業所 17 事業所 
H26 年度「起業家チャレンジ資金融資実績（延べ）」より 

（参考：H26 年度「経済センサス」事業所数 2,519） 

新規林業従事者数 
2 人 3 人 

H26 年度「林業従事者実態調査」より 

（参考：H22 年度「国勢調査」林業就業者数 47 人） 

新規就農者数 
2 人 4 人 

H26 年度「新規就農者実態調査」より 

（参考：平成 22 年度「農林業センサス」総農家数 1,096 戸） 

 

（３）事務事業 

３－① 地域産業の活性化 

事業名 取組内容 取組時期 

【新規】 

地域材生産・加工施設整備

補助事業 

林業振興及び森林資源の利用拡大に向け、市内に価

格・量の面で安定した地域材の出口創出に向けた製

材・加工施設及び製材端材を活用した木質ペレット

生産・供給施設を整備する。 

短期 

【新規】 

森林資源利用拡大・新需要

創出事業 

森林資源を地域資源として最大限に有効活用できる

地域づくりに向け、施設園芸農家等への木質ペレッ

トボイラー導入など森林資源の利用拡大・新需要創

出に資する取組を推進する。 

短期 

【新規】 

商店街活性化支援事業 

商店街の活性化を図るため、商店街の空き店舗を活用し

て新規出店する事業者等に対し、店舗改修費及び店舗賃

借料の一部を補助する。 

短期 
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事業名 取組内容 取組時期 

【新規】 

みどり市ブランド魅力向

上及び販路拡大事業 

みどり市ブランドの内容の充実等認定商品（企業）

の認知度が更に上がり、売上が増加する仕組みづく

りを行う。 

短期 

「野菜王国・ぐんま」総合

対策事業 

トマト、なす等の地域推進品目を中心に、経営・生

産規模の拡大を図るため、担い手の育成や組織的に

野菜生産に取り組む産地の施設整備等を支援する。 

短期 

市有林低コスト林業実証

事業 

将来にわたり利用可能な森林資源の確保に向け、市

有林をフィールドとした素材生産・造林保育に関す

る新たな作業システム等の実証を行う。 

短期 

新商品開発チャレンジ支

援補助事業 

地域産業の振興及び地場産品の販路拡大を図るた

め、新商品開発事業、商品改良事業及び販路拡大事

業を実施する事業者に対し、事業費の一部を補助す

る。 

短期 

ぐんま新技術・新製品開発

推進補助事業 

中小企業者の開発意欲を助長し、競争力強化と発展

を図るため、県と連携し、新製品・新商品の開発に

要する費用の一部を補助する。 

短期 

 

３－② 産業の担い手育成 

事業名 取組内容 取組時期 

【新規】 

創業支援事業 

商工会や金融機関等と連携した創業相談窓口を設置

し、創業希望者に対し、必要な情報やアドバイス等

を提供する。 

短期 

地域産業担い手育成支援

事業（拡充） 

地域の産業振興と継続的な雇用の拡大を図るため、

市内居住者を新規雇用する事業者に対し、人件費の

一部を補助する。また、市外から転入する新規就労

者に対し、転居費用の一部を補助する。 

短期 

新規就農者確保事業 農業を始めて間もない新規就農者に対し、給付金を

給付して支援する。 

短期 

森林整備担い手対策補助

事業 

林業従事者の厚生年金掛金等を助成する。 短期 

起業家チャレンジ資金貸

付事業 

新たに事業を開始する者等が開業に必要な資金を金

融機関から低利で融資が受けられるよう、金融機関

に対し、預託契約に基づき融資額の一定割合を預託

する。 

短期 

 

３－③ 産業活性化の基盤づくり 

事業名 取組内容 取組時期 

企業立地促進事業（拡充） さらに企業の立地促進を図るため、企業立地優遇制度

の面積・雇用条件を緩和する。（林業種苗生産工場や

野菜生産工場の誘致等推進） 

短期 

企業用地整備事業 企業が希望する用地の取得や用地整備等を市が行い、

企業へ売却するオーダーメイド方式による企業誘致

を推進する。 

短期 
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事業名 取組内容 取組時期 

【新規】 

まちなか拠点施設整備事

業 

商店街（まちなか）に商店街やコミュニティの拠点と

なる施設を整備し、地域コミュニティの核としての役

割強化による商店街の活性化を図る。 

中期 

【新規】 

企業誘致 

アンケートの結果から、働く場があれば定住にもつな

がることが読み取れるため、職員全員が営業マンとな

って誘致を行うことで、規模は大きくなくても働ける

場の多い市を目指す。 

中期 

【新規】 

複合商業施設開設事業及

びミニ工業団地造成事業 

複合商業施設開設を図り、流通・消費の拡大、定住人

口、特に若年層の人口を増加させるとともに、本市へ

の流入人口も増加させることで雇用の拡大を推進す

る。また、ミニ工業団地造成により企業誘致を行い雇

用及び経済の発展を図る。 

長期 
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基本目標４：安心して住み続けることができる環境づくりと移住促進 
 

（１）基本的施策 
４－① 遊休資産の有効活用 
【対象】空き家を購入して定住する人、空き家物件所有者 

４－② 転入者への積極的支援 
【対象】市内に転入・移住してくる人 

 

（２）成果指標 
指 標 現状値（H26 年度） めざそう値（H31年度） 

転入者数 
1,562 人 1,560 人 

「住民基本台帳人口」より（H26 年４月１日～H27 年３月 31 日の

合計） 

空き家バンク登録数 
1 件 10 件 

H26 年度「空き家バンク登録台帳」より 

新規住宅建築件数 
223 件 220 件 

H26 年度「固定資産の価格等の概要調書」より 

 

（３）事務事業 

４－① 遊休資産の有効活用 

事業名 取組内容 取組時期 

【新規】 

空き家利活用促進事業 

市内の空き家実態調査を行い現状を把握するととも

に、空き家購入者に対し、市から補助金を交付する。 

短期 

【新規】 

空き家解体支援事業 

周囲に危険を及ぼす恐れのある老朽化した空き家を

解体する場合等に、解体費用の一部を助成し、かつ３

年間にわたり固定資産税の一部を減免又は相当税額

を補助する。 

短期 

【新規】 

遊休地無料貸与移住促進

事業 

市内の遊休地を市が所有者から譲り受け、移住希望者

に対し無料で貸与し、一定期間居住後は無料で譲渡

し、移住者の増加を図る。 

短期 

【新規】 

市内空き物件（民活）発信

事業 

市内にある民間所有の空き物件のうち、SOHO やサテ

ライトオフィス等に活用可能なものを所有者と連携

して市が情報発信していく。 

短期 

空き家バンク制度 市内の空き家を賃貸または売却したい所有者から物

件の提供を求め、市の空き家バンクへ登録し、賃借ま

たは購入を希望する方に紹介する。 

短期 

【新規】 

空き家家賃補助事業 

市外に住む子育て世帯が空き家情報提供制度を通じ

て空き家を賃借した際、家賃の一部を補助する。 

中期 
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事業名 取組内容 取組時期 

【新規】 

空き家対策部署の設置 

空き家対策部署を設置し、「空き家・空き地」の情報

発信を強化し市民から掲載物件を募り、みどり市で登

録を行い、市民への周知を図り、移住・定住者の増加

を図る。 

中期 

【新規】 

空き家の社宅利用促進 

空き家を事業所の社宅として安価で提供し、特にみど

り市外から市内の事業所に勤務している従業員等が

社宅に住み続けることで市内に定住しやすくする。 

中期 

 

４－② 転入者への積極的支援 

事業名 取組内容 取組時期 

【新規】 

オールみどりの速やかな

体制づくり 

「新しい市単位」で活動すべき団体が、旧自治体単

位の組織でそのまま残っているため、行政とも密接

に関わる各団体のパワーを最大限に発揮できるよう

「真のオールみどりへの第一歩」の体制づくりを進

める。 

短期 

【新規】 

新築住宅建築促進事業 

（家屋） 

新築住宅にかかる固定資産税の控除対象外部分を補

助金として交付することにより、新築住宅にかかる

固定資産税を軽減し、定住・移住促進を図る。 

中期 

【新規】 

新築住宅建築促進事業 

（土地） 

住宅用地にかかる固定資産税の控除対象外部分を補

助金として交付することにより、新築住宅にかかる

固定資産税を家屋と軽減し、定住・移住促進を図る。 

中期 

【新規】 

転入世帯生活基盤構築支

援事業 

転入世帯が空き家に入居する場合の家賃補助、地域

産品の無償提供等転入世帯に対して初期の生活基盤

構築のための支援を行う。 

中期 
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基本目標５：地域特性に応じた魅力発信と定住促進 
 

（１）基本的施策 
５－① 多様な媒体で魅力発信 

【対象】市民を含む観光客、近隣自治体の住民、都市部の住民  

５－② 交流ゾーンの整備 

【対象】市民を含む観光客、近隣自治体の住民、都市部の住民 

５－③ 観光の広域連携 

【対象】市民を含む観光客、近隣自治体の住民、都市部の住民 

５－④ 独自イベントの実施 

【対象】市民を含む観光客、近隣自治体の住民、都市部の住民 

 

（２）成果指標 
指 標 現状値（H26 年度） めざそう値（H31年度） 

入込観光客数 
242 万人 300 万人 

H26 年度「観光客数・消費額調査」より 

みどり市観光ガイドの会利用者数 
2,590 人 3,500 人 

H26 年度「みどり市観光ガイドの会実績報告書」より 

参考指標   

指 標 現状値（H26 年度） めざそう値（H31年度） 

わたらせ渓谷鐡道利用者数 
417,685 人 430,000 人 

H26 年度わたらせ渓谷鐡道㈱「運輸成績月報」より 

 

（３）事務事業 

５－① 多様な媒体で魅力発信 

事業名 取組内容 取組時期 

【新規】 

観光 PR 事業 

交流人口の増加を図るため、国内外に市を PRしていく。

また、観光・通訳ボランティアを育成するなど受け入れ

体制づくりを行う。 

短期 

【新規】 

東町地域おこし協力隊事

業 

地域おこし協力隊を任用し、地域外からの人材による

新たな視点、発想を活用して、地域の活性化と若者の

定住・定着を図る。 

短期 

【新規】 

情報発信事業 

LINE や Facebook などの様々な情報媒体を研究し、市

の情報を広く発信し、市の魅力を伝える。 

短期 

みどり市観光ガイドの会

補助事業 

みどり市を訪れた観光客等を案内して観光資源の魅

力や文化、歴史等を紹介する。 

短期 

観光案内所設置事業 

 

来所者に観光 PR及び物産品の案内等を行う。 短期 
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事業名 取組内容 取組時期 

【新規】 

蔵の街「大間々」の PR 

大間々町商店街をはじめ町内には蔵造りの建物が多

く点在しており、今後蔵造りの街並みを形成すること

により、観光誘客を図る。 

長期 

 

 

５－② 交流ゾーンの整備 

事業名 取組内容 取組時期 

【新規】 

まちなか整備事業 

大間々町本町の古商家を観光客向けの物販や休憩所

等の拠点を整備するとともに、その周辺の古商家等

を活用したまち歩きの拠点の整備を進める。 

短期 

花桃の里づくり事業 東町全体に１万本の花桃を植樹し、魅力ある観光地

づくりを進め、交流人口の増加を図る。また、地域

住民が主体で行うまつりの運営を支援する。 

短期 

東町地域づくり促進事業 過疎地域の自立促進を図るための事業の掘り起しや

研究、計画づくりを行う東町地域づくり協議会（任

意団体）の活動を支援する。 

短期 

【新規】 

笠懸町交流ゾーン整備事

業 

「かたくりの湯」を中心に、(仮称)西鹿田グリーン

パーク・ひまわり花畑・かたくり自生地の里山エリ

アと岩宿博物館・岩宿遺跡等の歴史エリアを結び付

け、交流ゾーンとして整備し交流人口の増加を図る。 

中期 

 

５－③ 観光の広域連携 

事業名 取組内容 取組時期 

【新規】 

近隣自治体との連携（コン

テンツ連携） 

「あかがね街道」を軸とした大間々町の昭和・大正、

日光市足尾町の明治、旧日光市の江戸をテーマに観光

資源を連携し、渡良瀬川広域で誘客を図る。 

中期 

【新規】 

近隣自治体との連携（交通

網連携） 

観光客が様々な手段で、市を円滑に訪れられるよう近

隣自治体を公共交通で結び交流人口の増加を図る。 

中期 

【新規】 

浅草～赤城～足尾〜日光

の周遊ルートによるイン

バウンド 

現代日本を象徴する浅草、江戸時代の文化遺産が多く

残る日光、殖産興業を支え明治を代表する文化遺産で

あり同時に日本の公害の原点と言われる環境遺産の

足尾、大正・昭和の頃の商店街の面影が残る大間々、

これらの特性を生かし、「日本の現代(浅草)～大正・

昭和(大間々)～明治(足尾)〜江戸(日光)」と日本の歴

史をさかのぼりながら「都会(浅草)～田舎(大間々)

～観光地(足尾・日光)」とそれぞれを周遊できるルー

トで外国人観光客と修学旅行生誘客を図る。 

長期 

【新規】 

都市交流事業 

友好都市や姉妹都市等の都市間交流を進め交流人口

の増加を図る。 

長期 
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５－④ 独自イベントの実施 

事業名 取組内容 取組時期 

【新規】 

みどり市の「遊び」推進事

業 

豊かな自然を活かした多くの「遊び」を提供し、交流

人口の増加を図る。併せて、若者の雇用の場を創出し、

若者の定住化を図る。 

長期 

【新規】 

みどり市オリジナルイベ

ント実施事業 

文化財・観光資源としての｢わたらせ渓谷鐡道｣を利用

して、鉄道ファンを対象とした、男女の出会いの場を

提供し、結婚活動を支援するイベント｢鐵コン｣を開催

する。 

長期 
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第４章 戦略の推進 

 

１ 進行管理の体制 
事業の進行管理については、市民にも見える化を図るため、進行管理を実施する組織「みどり

市まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会」を設置し、計画的な事業実施状況や事業効果の

検証等を行います。 

また、各事業に関しては相互に連携することで、より高い効果を発揮するものと考えられるた

め、従来の縦割り型ではなく、幅広く市内部の横断的な連携・調整を図るとともに、情報発信や

共有の管理を含めた各事業の総合的なコーディネートを実施します。 

 

２ 効果検証の仕組み 
本戦略の基本目標には、実現すべき成果に係る目標を数値で示した目標指標を設定するととも

に、具体的な施策の効果を客観的に検証できるようにするため、施策ごとに客観的な「めざそう

値」（KPI）を設定します。 

これらの指標を基に、PDCA サイクルによる施策・事業の効果を検証し、改善を図ることで施策

及び事務事業が計画的に実行されるように進行管理を行います。 

 

３ 多様な主体と連携・協働 
本戦略に位置づけた施策及び事務事業の推進にあたっては、市民や事業者等をはじめ、戦略策

定段階から重視してきた、産官学金労言の地域が一丸となった総合的に取り組むという視点を今

後も重視し、様々な主体と連携・協働して継続していきます。 

また、本戦略で位置づけている観光や公共交通等に関する施策及び事務事業は、周辺自治体と

ともに取り組むことにより効率的かつ効果的に進められる可能性もあることから、地域の実情に

即した広域連携について模索していくものとします。 

 

４ 財源の確保 
本戦略に位置づけた施策及び事務事業の推進にあたっては、地方創生関連交付金をはじめ国の

財政支援制度等を積極的に活用していくとともに、本市の総合計画および実施計画に位置づけ、

的確に予算措置を図っていくものとします。 
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