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１｜第四次草加市総合振興計画とは 

 「第四次草加市総合振興計画」は、本市の将来像を示し、その実現のための考え方や

具体的取組を総合的・網羅的に示したものです。 

 

 本市の将来像と目標・推進方策を定めた「基本構想」、基本構想に基づき施策を体系化

し、方針を定めた「基本計画」、基本計画を具体化するための事務事業や事業費、また

その進捗を測るための指標を定めた「実施計画」で構成されています。 

 

 基本構想は、平成 28年度（2016年度）から令和 17年度(2035年度)までの 20年間を

対象期間としており、「快適都市～地域の豊かさの創出～」を、草加のめざす都市像と

しています。 

 

 基本計画は、一期４年の計画期間において、基本構想を実現するための各施策の取組

を定めており、「第一期基本計画」は平成 28年度（2016年度）から４年間の計画期間

としています。基本構想、第一期基本計画ともに、平成 27年草加市議会９月定例会で

議決されています。 

 

 第一期基本計画が令和元年度(2019年度)に目標年次を迎えることから、第一期基本計

画における成果や課題、社会情勢の変化等を踏まえ、令和２年度(2020 年度)を開始

年度とする「第二期基本計画」を新たに策定するものです。 

 
－ 基本構想・基本計画・実施計画の計画期間 －

 

基本構想を実現するための総
合的な指針

社会経済状況等の変化に柔軟
に対応し、基本計画の実効性を
高める

地域における総合的かつ計画
的なまちづくりを図るための構想

基本計画

実施計画

草加市のまちづくり

草加市みんなでまちづくり
自治基本条例

※議会議決を経て基本構想・基本
計画を定め、それにもとづいてま
ちづくりを進めることを規定

根拠
基本構想

年度
28 29 30 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

基本構想 第四次草加市総合振興計画基本構想

基
本
計
画

第一期 第一期基本計画

第二期 第二期基本計画

第三期 第三期基本計画

第四期 第四期基本計画

第五期 第五期基本計画

実施計画

実施計画2016

3年間の計画を毎年度ローリング

実施計画2017
実施計画2018

実施計画2031
実施計画2032

実施計画2033
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※ローリング：現実と計画のズレを埋めるために、施策・事業の見直しや部分的な修正を毎年定期的に行っていく手

法 
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２｜計画の前提となる条件 

 第四次草加市総合振興計画では、社会面、環境面、経済面それぞれにおける状況や課

題を踏まえ、「持続可能性」の追求と、「安心」の向上の２点をキーワードとしていま

す。 

 また、草加市の行財政運営の基本方針である「草加市地域経営指針」における最終目

的「地域の豊かさの創出」は、草加の将来像「快適都市」を別の言葉で言い表したも

のともいえることから、まちづくりを進める上での基本姿勢として位置付けています。 

 さらに、「草加市みんなでまちづくり自治基本条例」に基づき、「市民参画によるまち

づくり」をさらに推進するとともに、まちづくりの取組に当たっては、10地区のコミ

ュニティブロックを基礎的な単位として位置付け、地域コミュニティの維持・発展を

取組姿勢として位置づけています。 

 

●パートナーシップによるまちづくり

【協働において重視すべき視点】

●コミュニティを中心としたまちづくり

●社会｜人口減少と人口構成の急速な変化（少子高齢化、生産年齢人口の減少）、高齢単身世帯の増加

●環境｜地球温暖化への対応、大規模地震への備え

●経済｜持続可能な財政の確立、公共施設の維持・管理・再整備などに係る費用の増加

◆計画の前提となる条件・課題

●「持続可能性」の追求

●「安心」の向上

◆基本構想のキーワード

①人づくり /②場づくり /③情報

④コミュニティ/⑤多様性の確保と創出

⑥既存資源の利活用/⑦「安心」の向上

⑧「元気」の向上

①「地域の豊かさ」を
最優先に考える

②つよいまちをつくる

③「資源」を有効に活
用する

◆基本姿勢 ◆取組姿勢

快適都市～地域の豊かさの創出～
「快適都市」は、「いつまでもこのまちで暮らしたい」、「このまちで子どもを育てたい」と実感できる都市のこと
です。
「快適都市」は、次の４つの基本的要素から成り立っています。

◆将来都市像

１ 快適な環境
～環境にやさしい水とみどりのまちをつくる

かけがえのない地球環境の保全と、本市で心地よく

暮らせる環境づくり

２ 安全と安心
～人にやさしい安心して住み続けられるまちをつくる

まちづくりの原点である安全と安心をもう一度しっかり

と見直し、まちの安全性を高める

３ 活気の創出
～にぎわいのあるまちをつくる

草加市民はもとより、市外からも多くの人々が訪れる

活力あるまちづくり

４ 地域の共生
～ともに力をあわせて自分たちのまちをつくる

地域コミュニティの醸成と市民、事業者、大学などと

行政とのパートナーシップによるまちづくりを推進し、

個人として尊重されながら生き生きと暮らせるまちへ

草加市
地域経営指針

※ 

●社会｜人口減少と人口構成の急速な変化(少子高齢化、生産年齢人口の減少)、高年者単身世帯の増加

●環境｜地球温暖化への対応、大規模地震への備え

●経済｜持続可能な財政の確立、公共施設の維持・管理・再整備などに係る費用の増加
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３｜計画の進捗管理と第二期基本計画における取組 

 第四次草加市総合振興計画では、限られた資源を適切に配分し、その中で最大限の効

果を生み出すため、「計画（PLAN）」「実行（DO）」「検証（CHECK）」「改善（ACTION）」の

仕組みをさらに強化することで、計画の進捗状況を適切に管理し、効率的・効果的な

行政運営を図ることをめざしています。 

 

 第二期基本計画では、基本構想の体系に基づき、41施策で構成をし、基本的には第一

期基本計画の取組を継続していきます。その上で、計画本文の体系を、「現状と課題」、

「施策の方針」に分け、統一を図ることで、第一期基本計画での成果や課題を振り返

るとともに、市民にとっても分かりやすい計画とします。（次ページ参照） 

 

 また、第一期基本計画において、目標値が達成できていない施策については、これま

での取組を検証しつつ、継続すべきものは継続し、改めるべきものは改め、目標達成

に向けて最大限努力をしていきます。 

 

 

 

  

地域における総合的かつ計画的なまちづくりを図る
ための構想

基本構想を実現するための総合的な指針

社会経済状況等の変化に柔軟に対応し、
基本計画の実効性を高める

実施計画に定めた指標・目標値を
達成するための手段・ツール

②実施計画進捗管理

①施策評価市民アンケート

③ダイジェストシート

評価を踏まえた
行政運営

快適都市
の実現

予算編成

事業執行

基本構想
【20年】

基本計画
【4年】

実施計画
【3年】

事務事業
【1年】

内部評価

内部評価

外部評価

草加市地域経営委員会

における行政評価の総括

計画（PLAN）改善（ACTION）

検証（CHECK） 実行（DO）

《行政評価の体系》 《行政計画（総合振興計画）の体系》

草加市の行政計画と行政評価の体系 
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計画本文の体系の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）快適な環境～環境にやさしい水とみどりのまちをつくる 

１）水とみどりのまちづくり 

 

施策１ 水環境の保全 

本市には、綾瀬川をはじめ、多くの河川や水路が縦横に流れています。かつてこれらの河川や水路

は情緒豊かな野の川として風情を醸し出すとともに、舟運や水田耕作など地域の産業を育み、生活に

密着した存在でした。しかし、都市化に伴い流域で宅地化が進行し、河川や水路はかつてのうるおい

ある空間としての魅力を失い、地域の生活から離れた存在になりつつあったため、これまで本市では、

河川や水路を草加の貴重な自然空間としてとらえ、市民共有の財産とするため、綾瀬川をはじめ伝右

川や葛西用水、谷古田用水などの親水化や水質浄化対策、公共下水道を推進してきました。 

今後は、さらに水とみどりが一体となった地域資源の活用を図るため、水質浄化対策や生態系に配

慮した親水空間機能の保全など、水とみどりをいかしたまちづくりを推進します。 

 

【施策の体系】 

施策名 具体的取組 

水環境の保全 ①水質浄化対策の推進 

②親水空間の創造 

 

【施策の意図】 

市民にとって身近な河川を保全する。 

 

【草加市未来まちづくり市民会議で出された協働のイメージ】 

市民の役割 食用油や化学薬品等を流しに流さない 

川にゴミを捨てない 

地域の役割 川の周辺のゴミの清掃活動などを行う 

川に落ちているゴミを拾う 

事業者の役割 事業所からの排水をできる限り汚さない 

地域と協力して川の周辺の清掃等の活動などを行う 

行政の役割 市民の水質浄化意識を啓発する 

流域の自治体等と連携して水質浄化に取り組む 

親水空間を安全・安心に使えるよう保全する 

※このイメージは各施策における役割分担の一例です。実際の役割分担は、具体的な取組ごとに関係す

る各主体の協働の中で決まってくるものと考えます。 

（第一期基本計画） 

（第二期基本計画（素案） 

（１）快適な環境～環境にやさしい水とみどりのまちをつくる 

１）水とみどりのまちづくり 

 

施策１ 水環境の保全 

 

【施策の意図】 

市民にとって身近な河川を保全します。 

 

【現状と課題】 

本市には、綾瀬川をはじめ、多くの河川や水路が縦横に流れています。かつてこれらの河川や水路

は、情緒豊かな野の川として風情を醸し出すとともに、舟運や水田耕作など地域の産業を育み、生活

に密着した存在でした。 

しかし、都市化に伴い流域で宅地化が進行し、河川や水路は、かつてのうるおいある空間としての

魅力を失い、地域の生活から離れた存在になりつつあったため、これまで本市では、河川や水路を草

加の貴重な自然空間としてとらえ、市民共有の財産とするため、綾瀬川をはじめ伝右川や葛西用水、

谷古田用水などの親水化や水質浄化対策、公共下水道を推進してきました。 

 

【施策の方針】 

 さらに水とみどりが一体となった地域資源の活用を図るため、水質浄化や水量確保、子どもが水辺

に近づける親水空間＊の創造など、水環境の改善を図り、河川環境の適切な維持管理をめざしなが

ら、水とみどりをいかしたまちづくりを推進します。 

 

【施策の柱】 

①水質浄化対策の推進 

②親水空間の創造・維持管理の推進 

 

【関連施策】 

施策２ みどりの保全と創出 

施策３ 環境を守り育てる 

施策７ 総合的な治水対策の推進 

 

【関連分野別計画等】 

草加市環境基本計画 

                             
＊：親水空間… 川や水辺が持つレクリエーション機能、心理面、空間面での効果等に着目し、人が水と親しめるようにしつらえ

られた空間のこと 
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４｜重点テーマ 

 基本構想のキーワードである持続可能性と安心の向上のためには、近い将来に予測さ

れる大災害や高齢化の進行など、地域が抱えるリスクへの対応を計画的に進めること、

まちの活力を将来にわたって維持していくため、住み続けたい、住んでみたいと思っ

てもらえるようなまちの「ブランド力
りょく

」を向上させること、そして、さまざまな取組

を進めていく上での基盤となる「コミュニティ力
りょく

」を強化することが重要です。 

 

 第二期基本計画では、第一期基本計画に引き続き、これらを「重点テーマ」として位

置付け、これらに対して特に効果が高い取組、先導的な役割を果たす取組で、本基本

計画期間内に取り組めるものを優先的に実施することで、厳しい社会状況の中でも効

果的・効率的に将来都市像を実現することをめざします。 

 

 また、これらの取組を個別に進めていては、公共サービスの質を効率的に高めていく

ことはできません。例えば歩きやすい環境の整備が健康づくりにもつながるように、

それぞれの取組の波及効果にも着目しながら、行政の各部局やさまざまな地域の主体

が連携・協働しつつ関わっていくことが必要になります。 

 

  

ブランド力
の向上

コミュニティ力
の向上

快
適
都
市
～
地
域
の
豊
か
さ
の
創
出
～

第二期基本計画の重点テーマ

持続可能性
の向上

りょく

りょく

●まちの安全性を高める防災の取組、医療費の抑
制にもつながる世代を超えた健康づくり、総合的な
管理計画にもとづく公共施設の維持・更新など

●歴史・文化をいかした取組や創業支援等を通じた
魅力向上・地域活性化、子どもを育てたい・教育を
受けたいと思われる環境の整備など

●町会・自治会等による魅力ある地域づくりの取組
への支援、地域の憩いの場づくり、地域活動につい
て気軽に相談できる体制の整備、地域おける支え
合い活動の担い手となる団体等への支援など

※上記は例示です。重点テーマの趣旨を踏まえ、
行政のこれまでの取組を見直したり、新規の事
業を立案して実施計画に位置付けていきます。

実
施
計
画
で
具
体
的
な
事
業
を
位
置
付
け
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５｜第二期基本計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１)快適な環境 
～環境にやさしい 

水とみどりのまちをつくる 

(２)安全と安心 

～人にやさしい安心して 

住み続けられるまちをつくる 

(３)活気の創出 
～にぎわいのあるまちをつくる 

(４)地域の共生 

～ともに力をあわせて 

自分たちのまちをつくる 

(５)地域経営を進める市役所 

快
適
都
市
～
地
域
の
豊
か
さ
の
創
出
～ 

１）水とみどりのまちづくり 

２）環境との共生 

１）良好なまちづくり 

２）安全で円滑な交通 

３）安全性の高いまちづくり 

１）にぎわいの創出とものづくりの発信 

２）心地よい風景づくり 

１）活力と生きがいのある高齢社会 

２）みんなで取り組む子育て 

３）ともに暮らす地域づくり 

４）草加らしい豊かな暮らし 

１）市民とともに考え行動する職員 

２）「地域の豊かさ」を創出するための
組織 

３）情報公開から情報共有へ 

４）経営手法の導入 
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1）水環境の保全／2）みどりの保全と創出 

3)環境を守り育てる 

4)良好なまちづくりの推進 

5)交通利用環境の改善促進／6)安全で快適な道路の整備 

7)総合的な治水対策の推進／8)交通安全対策の推進／9)危機管理体制の強化／ 

10)防犯対策の推進／11)安全で安定した水の供給／12)安定した汚水処理の推進 

13)地域とともに栄える産業の振興／14)おもてなしの心が息づく観光の振興 

15)心地よいまちづくりの推進 

16)総合的な高年者施策の推進 

17)児童福祉の推進／18) 目指す「草加っ子」（15歳の姿）を育む幼保小中を一貫した教育の
推進／19)学校・家庭・地域の連携・協働の推進／20)教育環境の整備・充実／ 
21)子ども・青少年育成の充実 

22)市民自治の推進／23)地域福祉の推進／24)就労支援・勤労者福祉の推進／ 
25)障がい者福祉の推進／26)生活保護世帯・生活困窮者の自立支援／ 
27)国際交流・地域間交流の推進／28)人権の尊重 

29)学びの成果が発揮される生涯学習の推進／30)草加らしい文化の創造／ 
31)スポーツの推進／32)消費者の自立と支援／33)心と体の健康づくり／ 
34)医療環境の充実 

35)市民とともに考え行動する職員の育成 

36)市民参画制度の推進／37)社会ニーズへの的確な対応／38)市役所の情報化の推進 

39)市政の透明性・公平性の充実 

40)計画的で効果的な行政の推進／41)質の高い広域連携の推進 
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施策体系の変更【新旧対象】 

 

・第二期基本計画の体系は、原則第一期基本計画の体系を踏襲し、必要に応じて変更し

ています。 

     第一期基本計画               第二期基本計画（素案） 

施策番号 施策名  施策番号 施策 

施策１ 水環境の保全  施策１ 水環境の保全 

施策２ みどりの保全と創出  施策２ みどりの保全と創出 

施策３ 環境を守り育てる  施策３ 環境を守り育てる 

施策４ 良好なまちづくりの推進  施策４ 良好なまちづくりの推進 

施策５ 交通利用環境の改善促進  施策５ 交通利用環境の改善促進 

施策６ 安全で快適な道路の整備  施策６ 安全で快適な道路の整備 

施策７ 総合的な治水対策の推進  施策７ 総合的な治水対策の推進 

施策８ 交通安全対策の推進  施策８ 交通安全対策の推進 

施策９ 危機管理体制の強化  施策９ 危機管理体制の強化 

施策１０ 防犯対策の推進  施策１０ 防犯対策の推進 

施策１１ 安全で安定した水の供給  施策１１ 安全で安定した水の供給 

施策１２ 安定した汚水処理の推進  施策１２ 安定した汚水処理の推進 

施策１３ 地域とともに栄える産業の振興  施策１３ 地域とともに栄える産業の振興 

施策１４ おもてなしの心が息づく観光の振興  施策１４ おもてなしの心が息づく観光の振興 

施策１５ 心地よいまちづくりの推進  施策１５ 心地よいまちづくりの推進 

施策１６ 総合的な高年者施策の推進  施策１６ 総合的な高年者施策の推進 

施策１７ 児童福祉の推進 施策の分割 施策１７ 児童福祉の推進 

施策１８ 生きる力を育てる学校教育の推進 

 施策１８ 目指す「草加っ子」（１５歳の姿）を育む幼保小中を一貫した教育の推進  

 施策１９ 学校・家庭・地域の連携・協働の推進  

 施策２０ 教育環境の整備・充実  

施策１９ 子ども・青少年育成の充実  施策２１ 子ども・青少年育成の充実 

施策２０ 市民自治の推進  施策２２ 市民自治の推進 

施策２１ 地域福祉の推進 施策名変更 施策２３ 地域福祉の推進 

施策２２ 勤労者・雇用対策の推進  施策２４ 就労支援・勤労者福祉の推進 

施策２３ 障がい者福祉の推進  施策２５ 障がい者福祉の推進 

施策２４ 生活保護世帯・生活困窮者の自立支援  施策２６ 生活保護世帯・生活困窮者の自立支援 

施策２５ 国際交流・地域間交流の推進  施策２７ 国際交流・地域間交流の推進 

施策２６ 人権の尊重 施策名変更 施策２８ 人権の尊重 

施策２７ 「生きる力をはぐくむ学縁都市そうか」の推進  施策２９ 学びの成果が発揮される生涯学習の推進 

施策２８ 草加らしい文化の創造  施策３０ 草加らしい文化の創造 

施策２９ スポーツの推進  施策３１ スポーツの推進 

施策３０ 消費者の自立と支援  施策３２ 消費者の自立と支援 

施策３１ 心と体の健康づくり  施策３３ 心と体の健康づくり 

施策３２ 医療環境の充実  施策３４ 医療環境の充実 

施策３３ 市民とともに考え行動する職員の育成  施策３５ 市民とともに考え行動する職員の育成 

施策３４ 市民参画制度の推進  施策３６ 市民参画制度の推進 

施策３５ 社会ニーズへの的確な対応  施策３７ 社会ニーズへの的確な対応 

施策３６ 市役所の情報化の推進  施策３８ 市役所の情報化の推進 

施策３７ 市政の透明性・公平性の充実  施策３９ 市政の透明性・公平性の充実 

施策３８ 計画的で効果的な行政の推進  施策４０ 計画的で効果的な行政の推進 

施策３９ 質の高い広域連携の推進  施策４１ 質の高い広域連携の推進 
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（１）快適な環境～環境にやさしい水とみどりのまちをつくる 

１）水とみどりのまちづくり 

 施策 施策の意図 施策の概要 

1 水環境の保全 市民にとって身近な河川を

保全します。 

・水質浄化や水量確保、子どもが水辺に近づける親水空間の創造など、水環境の改善を図

り、河川環境の適切な維持管理をめざします。 

2 みどりの保全と創出 快適な生活環境を形成する

ため、みどりとオープンスペ

ースの保全・整備及び緑化

を進めます。 

・水辺空間やその周辺、みどりと一体となった歴史・文化資源の保全に取り組みます。 

・身近な公園・広場の整備・充実を図ります。 

・みどりを学ぶ機会の充実、市民による緑化活動や公園管理を推進します。 

２）環境との共生 

 施策 施策の意図 施策の概要 

3 環境を守り育てる 身近な自然の保全と環境負

荷の低減を図ります。 

・多様な生物と共生するまちづくりをめざします。 

・低炭素型まちづくりをめざします。 

・一人ひとりが環境・循環型社会の重要性を再認識するよう、啓発事業を促進します。 

・公衆衛生の維持を図り、環境を守り育てる取組を行っていきます。 

（２）安全と安心～人にやさしい安心して住み続けられるまちをつくる 

１）良好なまちづくり 

 施策 施策の意図 施策の概要 

4 良好なまちづくりの

推進 

良好な市街地の形成を図り

ます。 

・市内 10のコミュニティブロックごとの「コミュニティプラン」を策定します。 

・柿木地区産業団地を整備するとともに、今後も良好な市街地の形成をめざし、適正な土地

利用を推進します。 

・市内の４駅周辺のまちの特性にあわせ、地域の核づくりを進めます。 

・快適な居住環境と、災害に強い安全で良好な市街地の形成に取り組みます。 

・既存住宅の耐震化や空き家対策などを推進します。 
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２）安全で円滑な交通 

 施策 施策の意図 施策の概要 

5 交通利用環境の改

善促進 

市民の交通の利便性を確保

します。 

・バス運行事業者などと連携しながら、将来にわたって市民の暮らしを支え続ける、分かりや

すく利用しやすい公共交通ネットワークの構築に向けた取組を推進します。 

6 安全で快適な道路

の整備 

道路の機能を確保します。 ・各種道路の計画的な整備を推進するとともに、無電柱化により防災性の向上を図ります。  

・既存道路の計画的・効率的な維持管理を徹底し、安全で快適な道路網の構築を図ります。 

３）安全性の高いまちづくり 

 施策 施策の意図 施策の概要 

7 総合的な治水対策

の推進 

水害から市民を守ります。 ・河川・水路の保全、施設の老朽化に伴う計画的・効率的な改修・更新、水防活動体制の充

実を図り、総合的な治水対策を推進します。 

・防災意識の高揚を図り、市民とともに水害に強いまちづくりを進めます。 

8 交通安全対策の推

進 

安全な交通環境の確保を図

り、交通事故から市民を守り

ます。 

・歩行者、幼児、高年者、障がい者などの安全通行の確保に努めます。 

・自動車や自転車の交通の安全・円滑な通行を確保するための道路交通環境の整備を進め

ます。 

・走行マナーに関する意識啓発や、生涯を通じた交通安全思想の普及などを図ります。 

9 危機管理体制の強

化 

災害に強いまちづくりを推進

します。 

・市民一人ひとりが災害対応力を養っていくために、防災意識の高揚を図ります。 

・地域における防災訓練をはじめとする取組を推進し、地域の自主防災体制の構築を図りま

す。 

・大規模災害の対応に備えた設備等の拡充などを進めます。 

・地域、草加八潮消防組合、事業者との連携と協働によって、自助・共助・公助による災害に

強い安全で安心なまちづくりを推進します。  

10 防犯対策の推進 市民の防犯意識を高め、犯

罪を減少させます。 

・防犯思想の普及促進、防犯体制の確立、防犯施策の総合的な推進を図り、特殊詐欺等の

犯罪のない明るく住みよいまちづくりを推進します。 

11 安全で安定した水の

供給 

市民の求める安全で良質な

水の安定供給を図ります。 

・安全で安定した水の供給を行っていくため、老朽化した施設の更新と耐震化を効率よく実施

していきます。 

・費用と収益の収支バランスを見る中で、安全で安定した水の供給を図っていきます。 
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 施策 施策の意図 施策の概要 

12 安定した汚水処理

の推進 

良好な生活環境を守るた

め、汚水処理を安定的に行

います。 

・公共下水道の整備を進めます。 

・施設の老朽化による危険箇所などについて、計画的な修繕などを行い、安定した汚水の処

理に努めます。 

（３）活気の創出～にぎわいのあるまちをつくる 

１）にぎわいの創出とものづくりの発信 

 施策 施策の意図 施策の概要 

13 地域とともに栄える

産業の振興 

市内産業の活性化を図りま

す。 

・商店街や草加市商店連合事業協同組合が実施する活性化の取組を支援します。 

・リノベーションまちづくりの推進や創業支援に取り組みます。 

・中小企業の経営の革新や安定化を図るため、独自性のある製品・サービスの開発、ＰＲ等

を支援します。 

・労働・雇用環境の整備、設備投資、情報発信等に取り組む企業を支援します。 

・地場産業の育成を図るため、事業者の取組を支援します。 

・多様な機能が発揮される都市農業を推進します。 

14 おもてなしの心が息

づく観光の振興 

本市の観光の魅力向上を図

ります。 

・観光資源をネットワーク化し、既存の観光資源を念頭に、歴史文化、産業やイベントなどを

活用して、新たな観光施策の創出を図ります。 

・情報発信の対象となる市内外の各ターゲット層に効果的な訴求力で草加の魅力を伝え、草

加市のブランド力の向上を図り、多くの方々が訪れるまちをめざします。 

２）心地よい風景づくり 

 施策 施策の意図 施策の概要 

15 心地よいまちづくりの

推進 

美しい景観を創出するととも

にだれもが安全に不自由なく

利用できる施設を整備しま

す。 

・景観づくりの取組を進めるとともに、地域のまちづくり活動につながることをめざします。 

・「にぎわい交流エリア」一帯を、景観の重点地区として保存・管理に努め、にぎわいづくりや

交流の創出につながる新たな景観づくりの取組を進めます。 

・まちづくりが進んでいる地区においても、地区の特性に応じた良好な景観づくりを進めます。  

・ユニバーサルデザイン・バリアフリーの考え方に基づいた施設・環境整備を推進します。 
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（４）地域の共生～ともに力をあわせて自分たちのまちをつくる 

１）活力と生きがいのある高齢社会 

 施策 施策の意図 施策の概要 

16 総合的な高年者施

策の推進 

高年者の自立と社会参加を

図ります。 

・多様化する高年者福祉ニーズを的確に把握し、有効・適切な施策を展開できるよう「草加

市高年者プラン」でその目標を定め、市民や地域、事業者などと連携しながら、介護保険制

度の持続可能性を確保し、各施策を着実に推進していきます。 

２）みんなで取り組む子育て 

 施策 施策の意図 施策の概要 

17 児童福祉の推進 子育て環境を整備し、子ども

たちの健全な育成を図りま

す。 

・待機児童対策や保育園の耐震化を推進するとともに、総合的・計画的に子育て支援体制

の充実や、子育て世代・子どもにやさしい環境の整備を進めていきます。 

・総合的な情報の提供などにより、地域ぐるみでの子育てを支援し、障がいの有無や家庭環

境にかかわらず、全ての子どもたちの健全な育成と福祉の推進を図っていきます。 

18 目指す「草加っ子」

（15 歳の姿）を育む

幼保小中を一貫した

教育の推進 

変化の激しい社会を生き抜く

ことのできる、自ら学び、心豊

かに、たくましく生きる「草加っ

子」を育成します。 

・目指す「草加っ子」（15歳の姿）の実現に向け、幼保小中を一貫した教育に取り組みます。 

・児童生徒の基礎・基本の徹底を図り、アクティブ・ラーニングを推進します。 

・児童生徒が読書に親しむ環境の充実を図ります。 

・社会生活の決まりや人との関わり方、基本的モラルを習得した心豊かな児童生徒の育成を

めざします。 

・運動に親しみ、生活習慣を改善し、日常的に運動する児童生徒を育成します。 

・一人ひとりのニーズに応じ、関係機関と連携した支援の充実を図ります。 

・教職員への研修等の充実を図り、指導力の向上をめざします。 

・取り組むべき教育課題に対応した研究を推進し、その成果と効果的な方策を広げます。 

19 学校・家庭・地域の

連携・協働の推進 

学校と家庭・地域が一体とな

って子どもたちの健やかな成

長を支える持続可能な仕組

みを構築します。 

・０歳から 15歳までの全ての子どもに、これからの時代を生き抜く力や地域への愛着と誇りを

育むため、学校・家庭・地域が一体となり、地域とともにある学校づくりを推進します。 

・家庭教育への支援をさらに推進します。 
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 施策 施策の意図 施策の概要 

20 教育環境の整備・充

実 

子どもたちが安全で快適に学

習できる教育環境を確保しま

す。 

・計画的に学校教育施設の改修や長寿命化を進め、安全で安心して学習できる教育環境を

整備していきます。 

・教材・備品の充実、教育の情報化に対応した学習環境の整備・充実を図り、ＩＣＴを活用した

効果的な教育活動に取り組みます。 

21 子ども・青少年育成

の充実 

ふるさと意識の持てる子ども・

青少年を育成します。 

・家庭、学校、地域社会、子どもや青少年関係団体など、広範な市民が相互の協調と連携の

輪を広げます。 

・子どもの居場所づくりや、子どもや青少年自身の主体的な活動を支援・推進する各種事業

を展開します。 

３）ともに暮らす地域づくり 

 施策 施策の意図 施策の概要 

22 市民自治の推進 市民の自主的・主体的なま

ちづくりを支援します。 

・新たなまちづくりの取組として進める「コミュニティプラン」をもとに、多様な主体のまちづくりへ

の参画を促すとともに、地域の人材の発掘・育成を進め、行政内部についても、庁内横断的

な体制づくりや計画策定により、地域のまちづくりのコーディネーターとして支援します。 

・新しい市民自治の仕組みを検討します。 

・地域のまちづくりにおける中心的役割を果たす町会・自治会の重要性を周知し、加入及び

参加の促進に取り組み、活発な活動を支援するため、引き続き資金面での補助等を行いま

す。 

・主体的なまちづくり活動を行う団体に対しては、ふるさとまちづくり応援基金等の様々な支援

策について更新・充実させます。 

23 地域福祉の推進 全ての市民が、障がいの有

無や介護の必要性にかかわ

らず、地域社会の中でその人

らしく、いきいきと安心して暮

らすことのできる環境を整備

します。 

・地域における支え合いとして、コミュニティプラントの相互調整を図りながら、コミュニティブロ

ックごとに地域力の強化に取り組みます。 

・コミュニティソーシャルワーカーを配置し、地域の相談体制づくりや福祉人材の育成に取り組

みます。 

・市役所内部においても、ソーシャルワーカーを配置し、複合的な課題や制度のはざまにある

課題について、組織を横断して支援ができるよう、包括的な相談体制の整備に努めます。 
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 施策 施策の意図 施策の概要 

24 就労支援・勤労者福

祉の推進 

就労支援等及び勤労者福祉

の推進を図ります。 

・労働講座や就労の安定に係る各種情報の提供、相談業務の充実に努めます。 

・若年者、高年者、障がい者、女性の就労支援等を推進します。 

・非正規雇用労働者の正規雇用化、就労の安定、処遇の改善に取り組みます。 

・教養・文化の向上と福祉の増進に寄与する施設運営を行います。 

25 障がい者福祉の推

進 

障がい者が安心して生活が

できるようにします。 

・「年齢や障がいの程度にかかわわらず、個人がそのライフステージに応じた切れ目のない

適切な支援を受けられる体制の構築をめざすこと」、「市民が安心して生活できるまちをめ

ざすこと」の２点を基本方針とし、ノーマライゼーションの普及、自立と社会参加の促進やバリ

アフリー化の促進などの諸施策を行い、障がい者福祉の推進を図ります。 

26 生活保護世帯・生活

困窮者の自立支援 

生活保護世帯・生活困窮者

が社会的に自立できるように

支援します。 

・様々な原因により自力では生計を維持できず生活困窮に陥った、もしくは陥る可能性のある

市民に対し、それぞれの世帯の状況に応じた自立支援を行います。 

27 国際交流・地域間交

流の推進 

様々な交流を通して相互の

文化を理解します。 

・海外の姉妹都市・友好都市との相互交流を通じて、異なる文化や生活習慣について、市民

の理解を深め、草加市国際交流協会などの市民団体と協働し、事業を推進していきます。 

・国際相談コーナーにおける国際理解啓発事業、言葉や文化の違いに配慮した生活適応支

援等、様々な形での交流を実践し、本市における「多文化共生社会」をめざします。 

・姉妹都市昭和村との交流活動の情報発信に努め、市民の積極的な参加を促進することに

より、姉妹都市と交流を充実させることで、相互理解の充実を図ります。 

28 人権の尊重 人権尊重の精神を養いま

す。 

・人権意識の醸成・高揚のさらなる推進を図ります。 

・男女共同参画社会の実現に向け、家庭・学校・職場・地域などあらゆる場面で、固定的性

別役割分担意識の是正、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）、配偶者等からの暴

力防止等の各種取組を推進します。 
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４）草加らしい豊かな暮らし 

 施策 施策の意図 施策の概要 

29 学びの成果が発揮

される生涯学習の推

進 

市民が自発的意志に基づい

て、自己に適した手法・方法

を選び、生涯を通じて主体的

に学習をするライフスタイル

の形成を図ります。 

・市民一人ひとりのライフステージに応じた多様な学習情報や機会を提供するとともに、習得

した技能や知識を地域づくりに還元していくことをめざします。 

・生涯学習施設の長寿命化対策に取り組むとともに、地域の生涯学習活動の拠点として、市

民の学習機会の充実に向けた取組を進めます。 

・文化財の保護の他、「おくのほそ道の風景地 草加松原」については、周辺環境に配慮しな

がら、その保存・活用を図り、文化財への理解を深めるための取組を進めます。 

・学校・家庭・地域において、市民が読書に親しむ環境や機会を充実させるとともに、読書活

動に関する啓発・広報を推進します。 

30 草加らしい文化の創

造 

草加らしい文化を創造しま

す。 

・文化芸術の継承、保護に係る活動や、学びの場における取組の支援など、文化芸術活動

を推進するために必要な措置を講じ、草加らしい文化芸術の振興を推進していきます。 

31 スポーツの推進 だれもが、いつでも どこでも 

いつまでも スポーツに取り

組める環境をつくります。 

・スポーツを通じて健やかな心と体をつくり、連帯の輪を地域に広め、健康な明るいまちづくり

を進めていくことをめざします。 

・施設の適切な管理運営、民間企業との連携、教室や大会などの開催により、スポーツ振興

を図り、運動習慣のない人も積極的に働きかけ、取り組みやすい運動の普及を図ります。 

・スポーツ指導者とスポーツ団体の育成・支援を行います。 

・スポーツ推進委員を主体として地域スポーツを推進し、コミュニティの醸成を図ります。 

・市北東部における既存施設の整備・更新、中川河川敷の活用を進めるなど、総合的にスポ

ーツを推進します。 

32 消費者の自立と支

援 

消費者としての権利の尊重と

その自立を進めます。 

・啓発事業の展開によって、知識の習得や被害の回避を図ります。 

・実際の被害救済や被害拡大の防止に努め、相談事業を通じて、様々な消費者事故などの

情報を収集します。 

・消費者一人ひとりが主体的に消費生活に関する情報収集に努めながら、考え、行動できる

自立した消費者となるよう、消費者団体などと連携しながら支援に努めます。 

・消費者としての権利の尊重と、様々な自立支援を進めます。 
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 施策 施策の意図 施策の概要 

33 心と体の健康づくり 運動、栄養管理、疾病の予

防、早期発見などを通して、

市民の心と体の健康づくりを

促進します。 

・心身の健康の保持・増進を図り、健康寿命延伸のための総合的な施策を推進します。 

・乳幼児から高年者に至るまでの各ライフステージに応じた保健事業の実施や、母子保健に

関わる相談体制の充実、一次予防を中心とした生活習慣病対策の推進、高年者の介護予

防などの支援を行い、世代を超えた健康づくりの普及啓発に取り組みます。 

34 医療環境の充実 安全で安心な医療環境の実

現をめざします。 

・一次、二次医療の適切な利用が浸透するよう普及・啓発活動を進めます。 

・地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会などとの協働により、地域の医療環境の充実を図り

ます。 

・市立病院については、地域の中核病院として、総合的・急性期医療を基盤に、高度専門医

療、二次救急と地域医療連携の充実に努めます。また、災害拠点病院としての体制強化も

図り、災害時対応へのより一層の充実に努めます。 
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（５）地域経営を進める市役所 

１）市民とともに考え行動する職員 

 施策 施策の意図 施策の概要 

35 市民とともに考え行

動する職員の育成 

プロ意識を持った、市民ととも

に考え行動する職員を育成

します。 

・組織の活力を高め、職員一人ひとりの個性を重視した長期的・総合的な人材育成の推進に

より、市民と接する仕事に対する誇りとプロ意識を持った職員を育成するとともに、人事異動

によっても業務の継続性が保てるよう、現行の人事・研修制度を点検し、その課題を整理す

る中で、開かれた人事制度の確立を図ります。 

２）「地域の豊かさ」を創出するための組織 

 施策 施策の意図 施策の概要 

36 市民参画制度の推

進 

市民に開かれた市役所を確

立します。 

・幅の広い市民参画のための仕組みの整備充実を図るとともに、その周知に努めます。 

・広聴活動の充実として、引き続き「草加市民アンケート」を実施し、今後の市政運営の在り

方の基礎資料としていきます。 

37 社会ニーズへの的

確な対応 

社会ニーズに対応した市民

サービスの充実を図ります。 

・マイナンバーカードを利用した各種証明書のコンビニ交付利用の普及促進、窓口アンケート

の実施などにより、さらなるサービスの充実をめざします。 

・適切な権限移譲により、地域の特性を活かした魅力的なまちづくりを推進します。 

・庁内連携を強め、組織横断的な対応が可能な組織づくりに努めます。 

38 市役所の情報化の

推進 

市役所の情報化を進め、市

民の利便性向上と市民サー

ビスにおける課題の解決、市

の業務における生産性向上

を図ります。 

・窓口の情報化を進め、待ち時間の削減や手続の簡素化等をめざします。 

・職員のＩＣＴに対する理解能力や操作能力の向上をめざします。 

・各種手続きにおける電子申請の利用拡大を図ります。 

・ＡＩ、ＩｏＴ等の新たなＩＣＴ技術の利活用の可能性に着目しながら、各種課題の解消を進めま

す。 

・オープンデータの取組を推進し、スマートシティ化への備えについて研究します。 

・情報セキュリティ上の脅威や、システム等の障害に対する対策については、安全で安定的

な行政サービスが提供できるようにしていきます。 
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３）情報公開から情報共有へ 

 施策 施策の意図 施策の概要 

39 市政の透明性・公平

性の充実 

市政の透明性・公平性を高

めます。 

・市民と行政が情報を共有できるよう、情報提供を行っていきます。 

・広報紙やホームページにより、「市民に伝えたか」ではなく、「市民に伝わったか」という視点

で、分かりやすく工夫した情報発信を行っていきます。 

・ユニバーサルデザインの考え方に基づき、だれもが素早く、確実に必要な情報を入手でき

るよう、媒体や伝達手段、表現、表示方法等を工夫していきます。 

４）経営手法の導入 

 施策 施策の意図 施策の概要 

40 計画的で効果的な

行政の推進 

中長期的な視点から財政収

支を見通し、効果的な行政

を推進します。 

・計画－実行－検証－改善の仕組みをさらに強化し、限られた財源の中で、確実に施策の

目標を実現することができるよう、実施計画による進行管理等により、計画的に事務事業を

執行するとともに、市民に対する施策の透明性の確保に努めます。 

・中長期的な視点に立った財政収支の見通しを示しながら、その枠の範囲内で、より効果的

な事業の組み立てを行うとともに、各種施策を着実に実施するため、自主財源の確保に努

めるとともに、国・県等の制度の適切な活用を図ります。  

・公共施設等総合管理計画に基づき、長期的な視点から、公共施設等の総合的・計画的な

管理・活用を推進します。 

41 質の高い広域連携

の推進 

他自治体や大学、企業等と

の連携により効果的に行政

サービスを提供します。 

・これまで行ってきた近隣市町との連携を基礎に、公共施設などの共同整備、災害時の協力

を見据えた遠方自治体との連携など、新たな連携のあり方を模索していきます。 

・行政にはない専門知識や実務経験を有する大学や企業など、様々な分野で質の高い連携

を広域的にさらに深めていくことによって、複雑多岐にわたる行政課題に適切に対応してい

きます。 

 



 

 

 

 


