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都市計画の見直し

地域活力の創出

都市施設（道路・公園・住宅）の長寿命化・有効活用

幹線道路の整備促進

既存ストックの有効活用・強靭化・適正管理

都市計画マスタープラン等を見直し、全体都市構造図や
土地利用方針を作成する。

企業誘致や支援、起業環境の整備を進める。

長寿命化計画による重点整備と施設の有効活用、受益者
負担により財源の確保を図る。

幹線道路の整備促進を図るため、愛知県と連携し積極的
な用地買収を展開する。

空き家・空き店舗の活用や施設の集約・適正管理を行う。

組織力の強化

交流人口の拡大 広域観光の推進や祭り戦略プランを検討し、本市の集客
力を高める。

農地の集積や生産緑地の保全活用により、農地の多面的
機能を発揮させる。

【部の使命】

■あるべき姿と方策

記入日

総職員数：42名（県派遣参事1名含む）

都市計画課：12名　　　都市計画Ｇ：6名、住宅管理Ｇ：5名（うち再任用1名）
都市整備課：11名　　　都市整備Ｇ：10名（うち再任用1名）
産業振興課：17名　　　農政Ｇ：4名、
　　　　　　　　　　　　　　 企業誘致・商工・消費Ｇ：10名（うち再任用1名、嘱託職員5名、臨時的任用職員1名）
                                観光Ｇ：2名

市民等との意見交換会により、実践的な計画としていく。

部長名

都市計画・公園活用等への参画

○適正な土地利用（都市計画）と企業誘致により、地域
経済が活性化する「発展都市」となっています。
○歴史・文化の保存・継承・発信によりまちの魅了を創出
し、地域特性を活かした「交流都市」となっています。
○道路・公園・住宅などの都市施設が適切に管理・活用
され、安心・安全で「持続可能な都市」となっています。
○行政・市民・事業者等がその役割と行動を理解し「防
災・減災のモデル都市」となっています。
○課題に積極的に取り組む業務体制により「効率的な行
政運営」がなされています。

■課題の認識

【解決すべき課題】

課題解決に向け積極的に取り組む組織運営。

農地の有効活用

平成31年4月26日

■部の構成

部　名 建設産業部

市民・町内会

【課題解決のための対応方針】

協働（市民・関係機関等との連携）

○都市計画ＭＰ等の見直しや企業誘致、起業環境の整備
により地域経済の活性化を図る。
○歴史・文化遺産や津島の町並みを活かした個性あるま
ちづくりにより、交流人口の拡大を図る。
○道路・公園・住宅の長寿命化や適切な管理・活用によ
り、持続可能な都市を目指す。
○市街地の排水対策や空家の適正管理、農地の保全に
より、安心・安全なまちづくりを推進する。
○課題を認識し目標を定め、計画的に対応できる人材育
成や組織強化を図る。

早川正美

【部のビジョン】



部方針書（令和元年度）
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交通ネットワークや公共交通を利用し、市民が、安
心して快適に移動しています。

511

■方向性の設定

【重点方針】

【都市施設の重点整備や整理・統合、都市計画の見直しにより本市資源の有効活用や
　地域の活性化を目指す】
・都市計画の見直し（都市計画ＭＰ等の改定、暫定用途地域の解消、生産緑地指定の要件緩和）
・地域活力の創出（12号区域への企業誘致・支援、企業誘致戦略の検討、起業環境の整備）
・都市施設の整備・活用（道路・公園等の重点整備、民間活力、受益者負担、長寿命化）
・幹線道路の整備促進（名古屋津島線ＢＰなどの戦略的な用地買収、新規街路事業の事業化）
・既存ストックの有効活用・強靭化・適正管理（排水対策の促進、特定空家の指導、町家・空家活用、住宅の
耐震化・除却・ブロック塀対策、公営住宅の集約化）
・交流人口の拡大（催事の課題を検証し祭り戦略プランの検討）
・農地の有効活用（農振農用地及び都市農地の保全、活用方針の策定）
・「顔の見える仕事・責任ある職場」を支えるプロフェッショナル人材の育成、組織力の強化。

【施策一覧】

課名施策名
優先
順位

良好な居住環境の実現 都市計画課

10

8

9

2

1 魅力あるまちの形成 都市計画課

都市整備課

安全な道路交通環境の確立 都市整備課

総合的な交通ネットワークの
形成

商工業の振興 産業振興課

4

3

6

7

5

雨水排水対策が進み、水害の被害が最小限に抑
えられ、市民は不安を感じることなく生活していま
す。

誰もが、住み慣れた地域や住宅で、安全に安心し
て暮らしています。

広域連携や新たなイベント、観光資源のネットワー
ク化などにより集客力が強化され、まちなかが周遊
する人でにぎわっています。

都市計画課

水害の不安がないまちの形成 都市整備課

効率的・効果的な行政経営の
推進

建設産業部

個性豊かな都市景観の形成

交流産業の振興 産業振興課

農業の振興 産業振興課
生産者と消費者との交流が図られ、農業に対する
理解が深まるとともに、安定的な農業経営が確立さ
れ、農業者は安心して農業に取り組んでいます。

効率的・効果的な行政経営が行われ、最少の経費
で最大の市民サービスが提供されています。

施策目的

誰もが訪れたり、暮らしやすい・暮らし続けることの
できる生活環境が整ったまちとなり、市民が活気と
にぎわいのある中で暮らしています。

まちづくり一体となった魅力ある商店街が創出さ
れ、中小企業の経営が安定し、また、新規産業の
進出も進み、にぎわいのあるまちになっています。

道路環境が整備され、市民が、安心・安全・快適に
道路を利用しています。

市民・ＮＰＯ・行政が一体となって自然・歴史・文化
が調和した都市景観を維持・創出し、市民がまちに
愛着と誇りを持ってくらしています。

523

333

コード

521

312

512

522

313
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適切な都市計画とまちづくりを検討する。

適正管理に向けた指導と補助制度を検討する。

空き家募集と緑地の有効利用を地元組織と協議する。

市民・町内会 都市計画の見直し、まちづくりの検討

市民・有識者 空き家の適正管理

市民・町内会 改良住宅の適正管理

■課の構成

都市計画課　　　　　１２人
課長　　　　　　　　　１人
都市計画グループ　　　６人
住宅管理グループ　　　５人（うち再任用１名）

課　名 都市計画課

【解決すべき課題】 【課題解決のための対応方針】

平成31年4月22日

協働（市民・関係機関等との連携）

課長名

・適切な都市計画のもと、有効な土地利用が図られてい
る。
・耐震性を備えた家屋において、市民等が安全に活動し
ている。
・空き家が有効かつ安全に利活用されている。
・良質な公営住宅において、入居者が快適に生活してい
る。

・都市計画マスタープランの改訂に着手する。
・都市計画道路の見直しや暫定用途の早期解消を図る。
・生産緑地のあり方について検討を進める。
・耐震事業を促進し、市民の安心安全な住環境を確保する。
・空家の適正管理指導と新たな補助制度の創設。
・老朽化した市営住宅の廃止・解体と、跡地の利活用を検討
する。

■課題の認識

角田　達哉

【課のビジョン】 【課の使命】

■あるべき姿と方策

記入日

空き家の適正管理指導と利活用の促進を図る。

耐震事業の促進

空き家対策

改良住宅における諸問題の解消

マスタープランの改訂に着手する。検討の中で都市計画道
路や用途地域の見直し方針を定める。

地区計画制度を活用し、暫定用途地域の解消を図る。

当市の生産緑地の在り方を検討、並行して地権者への説明
会等を開催し制度を周知する。

整備計画を見直し後、住宅の廃止に向け入居者に移転を求
める。また、喜楽・城山などの跡地整理を進める。

老朽化し倒壊又は建築資材の飛散等のおそれのある市営
住宅を解体するとともに、跡地の有効活用を検討する。

空き家募集や緑地の駐車場化などの課題を、地元と連携し
解消する。

耐震診断、耐震改修、耐震除却、危険なブロック塀等の除
却を促進し、大規模地震による事故等を抑制する。

都市計画の見直し

暫定用途地域の解消

生産緑地制度の検討

市営住宅の整理

老朽市営住宅の解体



課方針書（令和元年度）

施策コード

5211

事務事業名
優先
順位

■方向性の設定

【重点方針】

・都市計画マスタープランの改訂に着手する。
・津島駅や青塚駅周辺の整備方法の検討、用途地域や都市計画道路の見直しを進め、都市計画マスター
プランに反映する。
・唐臼地区における暫定用途地域の解消に向け都市計画決定を行う。
・生産緑地の在り方を検討する。
・老朽化した市営住宅の整理を進めるとともに、跡地の利活用について検討する。
・空家等対策計画に基づき、空き家対策を促進する。
・町並み保存や空き家の利活用を目的に、新たな補助制度について検討する。
・改良住宅の緑地の有効活用と適切な修繕を図る。

【事務事業一覧】

事業概要

5211

5211

1 都市計画マスタープラン等策定事業

2 暫定用途地域（30/50）見直し事業

3 生産緑地保全事業

唐臼地区を対象に、地元説明会の開催や地区計画策
定事務を進め、暫定用途を解消する。

ＪＡと連携し農家等への説明会を開催、また、面積要件
引き下げ条例の制定などを目指す。

次期マスタープランの改訂に着手する。その中で、津島
駅周辺、青塚駅周辺、都市計画道路網、乖離用途地域
などの見直しを検討する。

5222

5222

改良住宅関連事業

7 耐震改修促進事業

5222

5221

6

4 市営住宅整理事業

5 市営住宅跡地整理事業

現行計画の見直し、借上住宅の確保、計画の発表、入
居者への説明会などを順次実施する。

財政課と連携のうえ、喜楽住宅跡地の売却を進めるとと
もに、城山耐火住宅跡地の売却方法を検討する。

地元と連携し、緑地の貸し出しを進めるとともに、東洋町
住宅の給水設備改修をはじめ、適切な維持管理に努め
る。

住宅耐震改修を継続、ブロック塀等対策を強化する。ま
た、災害時の輸送道路確保のため、要安全確認計画記
載建築物に対する補助制度を検討する。

10

9 空き家及び町家改修補助事業

52218 空家対策事業

5221

対策協議会とも連携しつつ、特措法及び対策計画に基
づく適正指導を促進するとともに、利活用のための補助
制度等を検討する。

既存補助制度に基づく空き家利活用補助を実施すると
ともに、新たな補助メニュー検討に着手する。
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天王川公園に賑わいを創出し、また、公園利用者の利便性
の向上が図られる利用方法を検討する。

公園における使用料など利用者が公正に負担する仕組み
を検討する。

県事業を含む協力が得られない権利者の理解を得るため
権利者との意思疎通を図るよう粘り強く交渉を進める。

定期的な施設点検をするとともに長寿命化計画に基づき施
設の更新、維持管理を行う。

国や県の補助金等を活用できる社会資本整備計画を策定
する。

安全かつ円滑な交通を確保するため、道路占用申請及び
承認工事等の指導や工事調整を行う。

関係市町と土地改良区が連携し協議を進める。

中央公民館跡地の利活用。

受益者負担の適正化。

幹線道路の整備促進。

道路や道路付属施設、水路施設、公園など都市施
設の経年劣化における対応。

都市施設整備における財源の確保。

協働（市民・関係機関等との連携）

課長名

・道路環境が整備され利用者が安全で快適な道路を通
行している。
・公園が整備されるとともに適切に維持管理がなされ、利
用者が快適にくつろいでいる。
・雨水対策、排水機場の改修が進み、水害の被害が最
小限に抑えられ、不安に感じることなく生活している。
・歴史ある町並みにあわせ道路や付属施設が景観に配
慮され、人の往来が増し、まちが賑わっている。
・道路や公園を維持して行く上で、安定した財源の確保
が出来ている。

・道路、公園の維持管理を徹底し、利用者に安心、安全な施
設を提供する。
・限られた財源や人材で、道路施設、公園施設の長寿命化
を図るとともに、地元からの道路補修や交通安全施設整
備、下水路整備、公園整備の要望に応えるとともに、景観に
配慮した都市基盤の整備を行う。
・道路整備に必要な用地取得が図られるよう努める。
・関係団体と連携を図り排水対策を行う。
・市有財産の有効活用を図りつつ、使用料など受益者負担
の適正や公正の確保の観点から見直しを行う。

■課題の認識

市川竜雄

【課のビジョン】 【課の使命】

■あるべき姿と方策

記入日

遊具の点検を行い早急に改修が必要と判断された遊具から
使用状況等を踏まえ改修を行う。

排水施設の計画的な維持管理と更新。

公園遊具の適切な維持管理。

道路占用事業者による道路工事の苦情。

■課の構成

都市整備課　　　 １１名
　　課長　　　　　　  １名
　　都市整備G    １０名（うち再任用１人）

課　名 都市整備課

【解決すべき課題】 【課題解決のための対応方針】

平成31年4月24日



課方針書（令和元年度）

10 単独土地改良事業

9 道路管理事業

51228 交通安全対策事業

5122

3114

歩道、道路反射鏡、照明灯、防護柵等の安全施設を効
果的に配し、交通の安全確保を図る。

農村環境の改善や農業の生産性向上のため、排水路
の整備を行う。

安全かつ円滑な交通を確保するため、道路占用申請、
承認工事等の指導や工事調整を行う。また狭隘道路整
備に対応する境界立会を行う。

5121

5241

高質空間形成施設整備事業

7 道路維持修繕事業

5231

5121

6

4 社会資本整備事業

5 都市公園施設長寿命化事業

社会資本整備計画に基づき老朽化した舗装の補修や
橋りょうの補修、通学路整備等を行い、安心・安全な道
路利用環境を提供する。

都市公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化が著しい
天王川公園の藤棚改修を行う。

都市再生整備計画に基づき、歴史的建造物の周辺にお
いて道路の美装化を行う。

人や車が安全、快適に通行できるよう舗装補修や段差
解消、側溝敷設を行い道路利用環境の向上を図る。

1211

5111

1 都市公園等管理事業

2 行財政改革推進事業

3 幹線道路整備事業

市有財産の有効活用を図るとともに公園内の運動施設
の使用料については、受益者負担の適正化や公正の観
点から見直しを行う。

交通ネットワークの形成を図るため、都市計画道路（名
古屋津島線）等の用地取得を進める。

公園施設を安心して活用するため、施設の適正な維持
管理を行うとともに増大する維持管理費が節減できるよ
う検討する。（中央公民館跡地利活用の検討）

施策コード

5242

事務事業名
優先
順位

■方向性の設定

【重点方針】

○公園遊具の点検結果に基づき使用状況を踏まえ適切に管理するとともに増大する維持管理費の一部を
　利用者が公正に負担する仕組みを検討する。(公園内の運動施設の有料化)
○交通ネットワークの形成および交通安全対策を図るため、県道名古屋津島線を始め県道路事業の用地
　取得を進めるよう連携を図る。
○安心・安全な道路利用環境を提供するため、社会資本整備計画に基づき舗装補修や橋りょう補修、交
　通安全の施設整備を行う。
○公園施設の長寿命化を推進するため、新たな財源確保に努める。（中央公民館跡地利活用の検討）
○歴史・文化ゾーンにおいて景観に配慮した都市基盤整備を行う。
○道路施設の長寿命化を図るため、交付金を活用し定期的な点検を実施するとともに施設の適正な管理
　を行う。
○市内の排水に関連する耐用年数を迎えた排水施設の更新を図るため、関係機関と連携し排水機場や
　排水路の改修を進める。

【事務事業一覧】

事業概要



課方針書（令和元年度）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

農地中間管理事業や、食農団体が行っている市街化区域内農地
の活用について連携を図る。

市民活動団
体・店舗等

歴史・文化ゾーンの賑わいをつくる。

商工会議所・
機構等

歴史・文化ゾーンの店舗を増やす。

JA・食農団体
等

農地の有効活用を図る。

【課題解決のための対応方針】

令和元年5月13日

観光協会や市民活動団体、他部局等が開催しているイベント等の
連携を図る。

商工会議所が行っている創業セミナーの受講生が、機構が運営管
理している空き家をお試し店舗として活用する。

課長名

・年間を通じてまちなかが周遊する人で賑わっている。
・新たな企業の進出も進み、地域経済が活性化してい
る。
・食と農に関心をもつ市民が増え、市民農園や福祉農園
など、農地の活用が増えている。

・観光関係団体等と連携し、まちなかの賑わいを創出する。
・都市計画法第34条第12号の指定区域等へ優良企業を誘
致する。
・商工会議所等と連携し、空き家、空き店舗への出店を増や
す。
・食農関係団体等と連携し、地産地消の推進や農地の有効
利用を図る。

■課題の認識

横井　裕二

【課のビジョン】 【課の使命】

■あるべき姿と方策

記入日

■課の構成

産業振興課　　　　　　　　　17人
課長　　　　　　　　　　　　　　１人
農政G　　　　　　　　　　　　　４人
企業誘致・商工・消費G　　10人（うち再任用１人、嘱託職員５人、臨時的任用職員１人）
観光G　　　　　　　　　　　　　２人

課　名 産業振興課

都市計画法第34条第12号の指定区域等への優良
企業誘致

農地の有効利用

【解決すべき課題】

協働（市民・関係機関等との連携）

指定区域へ製造業を中心とした優良企業の誘致を図る。

JAや食農団体等と連携し、農地の集積・集約化及び市街化
区域内農地の活用を図る。

観光協会や市民活動団体、機構等と連携し、まちなかの賑
わいを創出する。

商工会議所や機構等と連携し、空き家・空店舗への出店を
促進する。

交流人口の増加

空き家、空き店舗の活用



課方針書（令和元年度）

施策コード

3121

事務事業名
優先
順位

■方向性の設定

【重点方針】

・プレミアム付商品券を10月から販売するにあたり、遅滞のないよう計画的に実施する。
・12号区域残用地について、企業誘致の働きかけを行う。
・農地の違反転用について、指導を徹底していく。農業振興地域の方向性について検討する。
・門前町再生事業の自立運営に向けて、道筋をつけていく。
・祭開催時の危機管理（地震・台風・熱中症対策等）の対応について検討する。秋まつり神守セレモニー会
場の変更に向けて調整を図る。
・祭の戦略プランについて、次年度に向け検討を行う。
・生産緑地の活用について、JA、食農団体、都市計画課と連携を図る。

【事務事業一覧】

事業概要

3121

3111

6 プレミアム付商品券事業

1 企業立地推進事業

2 農地利用の最適化の推進

企業に都市計画法第34条第12号の指定区域の情報提
供を行い、優遇制度、生産性革命法による固定資産税
の軽減措置等により残用地等、誘致戦略を検討する。

農地の集積・集約など、農地利用の最適化を図るととも
に、違反転用について定期的な現場確認と指導を徹底
する。また農業振興地域の方向性について検討する。

10月に消費税及び地方消費税率が10％に引上に伴
い、低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和、
地域消費を喚起することを目的として実施する。

3122

3131

祭り戦略プラン事業 3121

店舗等での体験プログラムや、出店に結びつけるため
のマッチングシステム、レンタサイクルの自立運営に向
けて、安定的に運営できる仕組みを構築する。

祭開催時の危機管理（地震・台風・熱中症対策等）を検
討する。天王祭は中央公民館廃止に伴う対応を。秋ま
つりは神守セレモニー会場の変更の調整を図る。

観光客数・経済効果の調査、プロモーション戦略、駐車
場・バス乗降所、ごみ・トイレ・飲食・土産品等の受入体
制等、次年度に向けての戦略を検討する。

5

3
商店街空き店舗対策
（門前町再生事業）

4
尾張津島天王祭、秋まつりの観光振
興・危機管理対策

生産緑地が2022年に営農義務を終え、継続の有無の選
択を迫られる中、都市農地貸借円滑化法により、市民
農園等の活用をJA・食農団体等と推進していく。

3111市街化区域内農地活用の推進7

10 消費生活相談事業

9 祭りを核とした広域観光交流

31238 起業環境整備事業

3111

3345

商工会議所が行っている創業セミナー受講者等に、マッ
チングシステムや空き家見学会、お試し店舗としての活
用を紹介し、空き家・空店舗への出店を促す。

海部地域消費生活センターでは相談員が電話又は直
接面談し、消費生活全般に関する苦情や相談につい
て、問題解決のための助言や情報提供を行う。

ユネスコ無形文化遺産の祭りや、山車、水郷による繋が
りなど、祭を核とした自治体・保存会同士の広域観光の
交流を深め、当市への集客力を高める。


