
町の木・けやき

わたくしたちは、この憲章を道しるべとし、
美しい三川の自然をまもり、田園の町づくりにつとめます。

１　ふるさとを愛し、川も緑もきれいな町にしましょう。

１　きまりを守り、心のふれあう明るい町にしましょう。

１　たがいに助け合い、しあわせな住みよい町にしましょう。

１　健康で働き、ゆたかでいきいきとした町にしましょう。

１　教養を高め、文化の薫るのびゆく町にしましょう。

町　章

三川町民憲章

持続可能な開発目標（SDGs）への対応
町の花・菜の花

　持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals、略称 SDGs）の達成に向け、全世界的なレベル、複数
の国をまたぐレベル、国のレベル、自治体のレベルなど、それぞれの規模や役割で果たすべき責務があります。
本町においても自治体のレベルで SDGs の趣旨を踏まえた取り組みに努める必要があります。
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1 第4次三川町総合計画 概要版 2021-2030 あふれる笑顔　みんなが住みやすいまち　ハートフルタウン みかわ

　少子高齢化や人口減少が一層進む中で、自然災害や地方分権・地方創生への対応など多くの課題が発生して
います。こうした社会情勢の変化や本町が抱える課題に的確に対応することにより、町民と行政が一体となっ
てさまざまな課題を解決し、将来にわたって持続的に発展し続けるための指針であり、今後のまちづくりの道
しるべとなるのが、総合計画です。
　本町ではこれまで、第3次三川町総合計画（平成23年度～令和2年度）に基づき、「みんなで創り育む『いのち、
自然、豊かさ』　人輝くまち　みかわ」を目指し、「豊かで活力ある地域社会」の実現のため、歴史や風土、人々
の営みを基盤に、協働によるまちづくりを推進してきました。
　この度、計画策定から10年が経過したことから、これま
での取り組みを継承・発展させるという基本的な考えのもと、
町民の誰もが安心して暮らせるまちを実現するために、町の
目指す将来像や目標、施策などの基本的な方向性を明らかに
しながら、第４次三川町総合計画を策定しました。
　今後も「三川町民憲章」とともに、安全・安心で住みよいま
ちづくりを進めていきます。

総合計画とは
　本計画の策定にあたり、将来に望む町民ニーズの把握を目的として、まちづくりアンケート調査を実施しま
した。主な調査結果についてご紹介します。

【調査の概要】
○対 象 者　平成31（2019）年1月1日時点で本町に住民登録している方
○対象者数　1,080名（男性540名、女性540名）
○抽出方法　年代、性別、地区別に住民基本台帳より無作為に抽出
○調査期間　平成31年2月20日～ 3月8日
○調査方法　調査票の配付と回収は、郵送を基本として実施
○回答者数　580名（回収率53.7％）

町民ニーズの状況

　この計画の期間は、令和3（2021）年度から令和12（2030）年度までの10年間です。

計画の期間

　「ここに住む全ての人々が、この町に誇りを持ち、自助・共助・公助の3つがバランスよく機能した協働の
まちづくりを推進し、快適で利便性の高い生活をおくることができる環境を創り、魅力あふれる三川町として
未来に引き継いでいくこと」

まちづくりの基本理念

あふれる笑顔　みんなが住みやすいまち
ハートフルタウン みかわ

三川町が目指す将来像

①出産・育児・子育ての充実
②幼児教育の充実
③学校教育の充実

④健康の増進・医療の充実
⑤介護・福祉の充実
⑥生涯学習の振興
⑦スポーツの振興
⑧環境美化の推進

⑨住環境・公園・緑地の整備
⑩情報網・ライフラインの整備

⑪防犯対策
⑫防災対策

⑬交通安全対策
⑭土地利用対策
⑮雇用の創出
⑯産業の振興

⑰観光・地域間交流

0 50 100 150 200 250 300 350

出産・子育てがしやすいまち
高齢者や障害者にやさしい福祉のまち

農業や工業、商業などの産業が盛んなまち
観光資源を活かし、観光客が多く訪れるまち
道路・下水道など都市基盤が整備されたまち

環境美化が行き届き、緑や花、公園を大切にする快適できれいなまち
街並みが美しく、良好な景観が形成されたまち

防災対策を充実するなど災害に強いまち
犯罪が少なく、治安のよい安心なまち

一人ひとりがいきいき暮らせる健康づくりに積極的なまち
教育や芸術、文化、スポーツ・レクリエーションが盛んなまち

その他

【将来どのようなまちになることを期待していますか（複数回答）】

【町の重要施策に対する満足度はいかがですか】

50.0% 25.0% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0%

満足不満

59.1%59.1%6.0%6.0%
56.6%56.6%6.9%6.9%
56.4%56.4%8.3%8.3%
57.2%57.2%24.7%24.7%
56.6%56.6%16.9%16.9%

38.1%38.1%14.8%14.8%
49.8%49.8%15.0%15.0%
52.8%52.8%18.3%18.3%

46.0%46.0%36.2%36.2%
41.4%41.4%29.3%29.3%
48.3%48.3%21.7%21.7%
53.4%53.4%23.3%23.3%
53.3%53.3%24.7%24.7%

32.9%32.9%25.2%25.2%
23.1%23.1%36.6%36.6%

33.8%33.8%29.5%29.5%
29.3%29.3%36.7%36.7%

141件141件

303件303件
296件296件

163件163件
41件41件
76件76件

106件106件
57件57件

168件168件
233件233件

70件70件
12件12件
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　少子高齢化や人口減少が一層進む中で、自然災害や地方分権・地方創生への対応など多くの課題が発生して
います。こうした社会情勢の変化や本町が抱える課題に的確に対応することにより、町民と行政が一体となっ
てさまざまな課題を解決し、将来にわたって持続的に発展し続けるための指針であり、今後のまちづくりの道
しるべとなるのが、総合計画です。
　本町ではこれまで、第3次三川町総合計画（平成23年度～令和2年度）に基づき、「みんなで創り育む『いのち、
自然、豊かさ』　人輝くまち　みかわ」を目指し、「豊かで活力ある地域社会」の実現のため、歴史や風土、人々
の営みを基盤に、協働によるまちづくりを推進してきました。
　この度、計画策定から10年が経過したことから、これま
での取り組みを継承・発展させるという基本的な考えのもと、
町民の誰もが安心して暮らせるまちを実現するために、町の
目指す将来像や目標、施策などの基本的な方向性を明らかに
しながら、第４次三川町総合計画を策定しました。
　今後も「三川町民憲章」とともに、安全・安心で住みよいま
ちづくりを進めていきます。

総合計画とは
　本計画の策定にあたり、将来に望む町民ニーズの把握を目的として、まちづくりアンケート調査を実施しま
した。主な調査結果についてご紹介します。

【調査の概要】
○対 象 者　平成31（2019）年1月1日時点で本町に住民登録している方
○対象者数　1,080名（男性540名、女性540名）
○抽出方法　年代、性別、地区別に住民基本台帳より無作為に抽出
○調査期間　平成31年2月20日～ 3月8日
○調査方法　調査票の配付と回収は、郵送を基本として実施
○回答者数　580名（回収率53.7％）

町民ニーズの状況

　この計画の期間は、令和3（2021）年度から令和12（2030）年度までの10年間です。

計画の期間

　「ここに住む全ての人々が、この町に誇りを持ち、自助・共助・公助の3つがバランスよく機能した協働の
まちづくりを推進し、快適で利便性の高い生活をおくることができる環境を創り、魅力あふれる三川町として
未来に引き継いでいくこと」

まちづくりの基本理念

あふれる笑顔　みんなが住みやすいまち
ハートフルタウン みかわ

三川町が目指す将来像

①出産・育児・子育ての充実
②幼児教育の充実
③学校教育の充実

④健康の増進・医療の充実
⑤介護・福祉の充実
⑥生涯学習の振興
⑦スポーツの振興
⑧環境美化の推進

⑨住環境・公園・緑地の整備
⑩情報網・ライフラインの整備

⑪防犯対策
⑫防災対策

⑬交通安全対策
⑭土地利用対策
⑮雇用の創出
⑯産業の振興

⑰観光・地域間交流
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3 第4次三川町総合計画 概要版 2021-2030 あふれる笑顔　みんなが住みやすいまち　ハートフルタウン みかわ

　令和２年７月にオープンした子育て交流施設「テオトル」は、子育てしやすい環境の充実と地域住民の交流
を図るための町の拠点施設であり、子育て支援機能を有する「歩みのエリア」と、学童保育機能を有する「学
びのエリア」、地域交流機能を有する「集いのエリア」の
３つのエリアを併せた複合施設です。
　子育て世代を支援する場、放課後における児童の学習
と安らぎの場、芸術文化活動・地域交流活動の場として
幅広く活用していきます。

　総合計画の実施にあたっては、4つの基本目標を掲げ、その下に9つの施策の柱と、38の施策分野を設け、
将来像の実現に向けて取り組んでいきます。

　子育てを取り巻く環境が変化する中、妊娠から出産、子育て期にわたる切れ目のない、きめ細かで包括的な
支援を実施し、安心して子どもを産み、育てられる環境を整備します。また、子どもたちが環境の変化に自ら
対応できる「生きる力」を育成する教育を実施するとともに、地域社会と連携し、地域ぐるみで子どもの健やか
な成長を支えていく体制を整備します。

４つの基本目標

将来にわたって活躍できる人を育むまち
豊かな心を持ち、健やかでたくましく子どもが育つ環境を整えるとともに、
年齢を問わず学び、成長し、将来にわたって活躍できる人の育成を推進します。

基本目標１　育　み

育　み❶

妊　娠・出　産 妊娠・出産・子育て期の切れ目のない支援
産み育てやすい環境の整備

保育・幼児教育 保育の充実
幼児教育の推進
学童保育の充実

学　校　教　育 次世代を担う人材を育成する教育環境の整備
地域に開かれた学校の整備
世界で活躍できる人材の育成
学校施設の適正な維持管理

子 育 て 支 援 子育て世代の負担の軽減
要保護児童等への対応
子育て環境の整備
子どもの貧困対策の推進

青少年健全育成  家庭、地域、団体と連携した健全育成事業の推進

施策分野 主要施策

子育てしやすいまちづくりの推進

　豊かで充実した人生を送ることができるように、誰もがいつでもどこでも生涯学ぶことができる生涯学習が
推進される中、町民の主体的な学習活動や文化芸術活動、スポーツ活動を積極的に支援します。

育　み❷ 生涯学ぶことができる地域社会の実現

社　会　教　育 生涯学習の充実
ス ポ ー ツ 振 興 生涯スポーツの推進

競技スポーツの振興
スポーツ施設の充実

芸 術 文 化 振 興 芸術文化活動の推進
文化財行政の推進

施策分野 主要施策

歩みのエリア 学びのエリア 集いのエリア

子育て交流施設「テオトル」

テオトルを活用した子育て支援と地域交流
Pickup



第4次三川町総合計画 概要版 2021-2030 4あふれる笑顔　みんなが住みやすいまち　ハートフルタウン みかわ
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４つの基本目標
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5 第4次三川町総合計画 概要版 2021-2030 あふれる笑顔　みんなが住みやすいまち　ハートフルタウン みかわ

　社会構造や暮らしの変化により、新たな地域社会を再構築していくことが必要となる中、老若男女や障害の
あるなしを問わず、誰もが自分らしく健康で幸福にいきいきと暮らすことができる「地域共生社会」の実現に向
けた取り組みを推進します。

いつまでも健康で安心して暮らせるまち
誰もが生きいきと自分らしく、健康で安心して、安全に暮らせる
まちづくりを推進します。

暮らし❶ 誰もが健康で幸せに過ごせる共生社会の実現

地　域　福　祉 地域福祉の推進
相談支援体制の強化
公共施設のバリアフリー化

高 齢 者 福 祉 地域包括ケアシステムの推進
高齢者の社会参加の促進
介護予防の促進

障 害 者 福 祉 障害者支援の充実
障害者の社会参加の促進

健 康 づ く り 健康寿命の延伸
各種健（検）診の受診率の向上
町民主体の健康づくりの促進
感染症予防の推進
歯・口腔の健康づくりの推進
こころの健康づくりの推進

社　会　保　障 国民健康保険の適正な運営
後期高齢者医療制度の適正な運営
介護保険制度の適正な運営
国民年金制度の推進
低所得者支援

施策分野 主要施策

　自然災害や火災、犯罪、交通事故などのさまざまな危険に対し、その被害を最小限に抑える「強さ」と、速や
かに回復する「しなやかさ」を備えた、安全・安心なまちづくりを推進します。

暮らし❷ 安全で安心して暮らせる強靭なまちの実現

防災・危機管理 総合防災体制の整備
災害対応力の強化
地域防災力の強化

消防・救急・医療 消防・救急の充実
医療体制の充実

防　　　　　　犯 防犯意識の高揚
防犯力の向上
消費者行政の推進

交　通　安　全 交通安全活動の推進
交通安全環境の整備
高齢者等の交通事故防止対策

施策分野 主要施策

自主防災組織による訓練 消防団による訓練

　甚大な被害をもたらした東日本大震災をはじめとする地震災害や、気候変動に起因した風水害など、近年
災害のリスクが増大しています。災害が全国各地で毎年頻発する中、自然災害等に対する住民の防災意識は
高まっており、地域の防災力の強化と防災体制の整備が求められています。
　町内のすべての町内会には「自主防災組織」が組織されており、地域防災力の向上と町民同士の支え合いに
よる安全・安心な住みよいまちづくりを推進します。

災害に備えた総合的な防災・減災体制の構築
Pickup

基本目標 2　暮らし
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　社会構造や暮らしの変化により、新たな地域社会を再構築していくことが必要となる中、老若男女や障害の
あるなしを問わず、誰もが自分らしく健康で幸福にいきいきと暮らすことができる「地域共生社会」の実現に向
けた取り組みを推進します。

いつまでも健康で安心して暮らせるまち
誰もが生きいきと自分らしく、健康で安心して、安全に暮らせる
まちづくりを推進します。

暮らし❶ 誰もが健康で幸せに過ごせる共生社会の実現

地　域　福　祉 地域福祉の推進
相談支援体制の強化
公共施設のバリアフリー化

高 齢 者 福 祉 地域包括ケアシステムの推進
高齢者の社会参加の促進
介護予防の促進

障 害 者 福 祉 障害者支援の充実
障害者の社会参加の促進

健 康 づ く り 健康寿命の延伸
各種健（検）診の受診率の向上
町民主体の健康づくりの促進
感染症予防の推進
歯・口腔の健康づくりの推進
こころの健康づくりの推進

社　会　保　障 国民健康保険の適正な運営
後期高齢者医療制度の適正な運営
介護保険制度の適正な運営
国民年金制度の推進
低所得者支援

施策分野 主要施策

　自然災害や火災、犯罪、交通事故などのさまざまな危険に対し、その被害を最小限に抑える「強さ」と、速や
かに回復する「しなやかさ」を備えた、安全・安心なまちづくりを推進します。

暮らし❷ 安全で安心して暮らせる強靭なまちの実現

防災・危機管理 総合防災体制の整備
災害対応力の強化
地域防災力の強化

消防・救急・医療 消防・救急の充実
医療体制の充実

防　　　　　　犯 防犯意識の高揚
防犯力の向上
消費者行政の推進

交　通　安　全 交通安全活動の推進
交通安全環境の整備
高齢者等の交通事故防止対策

施策分野 主要施策

自主防災組織による訓練 消防団による訓練

　甚大な被害をもたらした東日本大震災をはじめとする地震災害や、気候変動に起因した風水害など、近年
災害のリスクが増大しています。災害が全国各地で毎年頻発する中、自然災害等に対する住民の防災意識は
高まっており、地域の防災力の強化と防災体制の整備が求められています。
　町内のすべての町内会には「自主防災組織」が組織されており、地域防災力の向上と町民同士の支え合いに
よる安全・安心な住みよいまちづくりを推進します。

災害に備えた総合的な防災・減災体制の構築
Pickup

基本目標 2　暮らし
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　少子化などに起因した人口減少と高齢化が進み、担い手不足や労働者の高齢化が課題となる中、町の地域特
性や地域資源を生かし、関係者と連携した、農業、商業などの産業振興を推進します。

創造力にあふれ豊かさを実感できるまち
町の特色と魅力をいかし、町民と行政が一体となって産業振興と交流人口・関係人口の
拡大を図り、創造力にあふれ豊かさを実感できるまちづくりを推進します。

基本目標 3　賑わい

賑わい❶ 活力に満ちた産業の育成と雇用の創出

農　業　振　興 農業担い手の確保と育成、支援
農業所得の向上
農業生産基盤の整備
人・農地プランを活用した農業課題の解決
農地の保全と有効活用
スマート農業の推進

商　工　振　興 経営基盤の強化
創業の支援
買い物弱者対策の推進

特 産 品 開 発 6 次産業化、農商工観連携の促進
特産品の開発・普及　　　　　　　　　

雇　用　対　策 雇用の拡大・安定化
若者の就業意欲の向上と地元定着の促進
企業誘致、新産業創出の推進

施策分野 主要施策

　技術の進歩などにより情報、サービスなどが活発に行き交う中、自然環境、景観、歴史、文化、特産品など
本町固有の資源や魅力（みかわブランド）を効果的に活用し、より多くの方から本町に関心を持ち、訪れ、住ん
でいただけるまちづくりを展開します。

賑わい❷ みかわブランドをいかした交流人口・関係人口の拡大

企業立地が進むみかわ産業団地

　庄内地方のほぼ中心にある本町の地理的な優位性や、庄
内空港や高速道路などの恵まれた交通網をいかして、本町
の交流・関係人口を拡大させ、人々の往来が活発化するこ
とによる賑わいの創出や産業振興を図っていきます。
　また、本町の立地環境をいかし、産業団地等への企業誘
致や新産業の進出を積極的に推進し、新規雇用の拡大に努
めます。

立地環境をいかした地域産業の強化
Pickup

観　光　振　興 魅力的な観光プロジェクトの推進
交　　　　　流 地域住民との交流促進

いろり火の里の利活用の促進
国際交流の推進
婚活支援の充実

移 住 ・ 定 住 移住・定住情報発信の充実
移住受け入れ環境の整備促進
若者の地元回帰、地元定着の促進

施策分野 主要施策

　情報通信技術（ICT）やロボット技術等の先端技術を活用
した「スマート農業」の取り組みを支援し、作業の効率化や
経営規模拡大、さらに農産物の高品質化を図り、生産性や
収益性の向上を推進します。

ICT を活用したスマート農業の推進
Pickup
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　少子化などに起因した人口減少と高齢化が進み、担い手不足や労働者の高齢化が課題となる中、町の地域特
性や地域資源を生かし、関係者と連携した、農業、商業などの産業振興を推進します。

創造力にあふれ豊かさを実感できるまち
町の特色と魅力をいかし、町民と行政が一体となって産業振興と交流人口・関係人口の
拡大を図り、創造力にあふれ豊かさを実感できるまちづくりを推進します。

基本目標 3　賑わい

賑わい❶ 活力に満ちた産業の育成と雇用の創出

農　業　振　興 農業担い手の確保と育成、支援
農業所得の向上
農業生産基盤の整備
人・農地プランを活用した農業課題の解決
農地の保全と有効活用
スマート農業の推進

商　工　振　興 経営基盤の強化
創業の支援
買い物弱者対策の推進

特 産 品 開 発 6 次産業化、農商工観連携の促進
特産品の開発・普及　　　　　　　　　

雇　用　対　策 雇用の拡大・安定化
若者の就業意欲の向上と地元定着の促進
企業誘致、新産業創出の推進

施策分野 主要施策

　技術の進歩などにより情報、サービスなどが活発に行き交う中、自然環境、景観、歴史、文化、特産品など
本町固有の資源や魅力（みかわブランド）を効果的に活用し、より多くの方から本町に関心を持ち、訪れ、住ん
でいただけるまちづくりを展開します。

賑わい❷ みかわブランドをいかした交流人口・関係人口の拡大

企業立地が進むみかわ産業団地

　庄内地方のほぼ中心にある本町の地理的な優位性や、庄
内空港や高速道路などの恵まれた交通網をいかして、本町
の交流・関係人口を拡大させ、人々の往来が活発化するこ
とによる賑わいの創出や産業振興を図っていきます。
　また、本町の立地環境をいかし、産業団地等への企業誘
致や新産業の進出を積極的に推進し、新規雇用の拡大に努
めます。

立地環境をいかした地域産業の強化
Pickup

観　光　振　興 魅力的な観光プロジェクトの推進
交　　　　　流 地域住民との交流促進

いろり火の里の利活用の促進
国際交流の推進
婚活支援の充実

移 住 ・ 定 住 移住・定住情報発信の充実
移住受け入れ環境の整備促進
若者の地元回帰、地元定着の促進

施策分野 主要施策

　情報通信技術（ICT）やロボット技術等の先端技術を活用
した「スマート農業」の取り組みを支援し、作業の効率化や
経営規模拡大、さらに農産物の高品質化を図り、生産性や
収益性の向上を推進します。

ICT を活用したスマート農業の推進
Pickup
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地域住民による協働のまちづくり

施策分野 主要施策

　生活や産業の基盤となるインフラ施設が経年による老朽化が進んでいることから、計画的に長寿命化対策や
大規模改修、更新を進めていきます。

未来に向かって継続し発展するまち
快適で利便性の高い生活基盤と、自然と調和した住環境の整備を図るとともに、
住民総参加により、未来に向かって継続し、発展するまちづくりを推進します。

基本目標 4　環　境

環　境❶ 安定した生活基盤を支えるインフラ整備

土　地　利　用 適正でバランスのとれた土地利用の推進
ニーズに的確に対応した土地利用の推進
民間の宅地・住宅開発の推進

道路・側溝等整備 計画的な道路網の整備
人に優しい道路の整備
治水対策の推進

交　通　体　系 交通ネットワークの充実
持続可能な交通体系の維持確保
利用者のニーズに対応した交通環境の整備

上　下　水　道  安定した水道水の供給
下水道の適正な維持管理、運営の推進

除　雪　対　策 冬期交通の確保

　地球温暖化など対処しなければならない環境問題が発生する中、豊かな自然を未来に引き継いでいくため、
人と自然との共生を基本として、快適な生活と自然環境を両立させたまちづくりを推進します。

環　境❷ 自然と調和した住環境の整備

住　　環　　境 多様な住宅ニーズへの対応
町営住宅の適正管理

空 き 家 等 対 策 空き家等の適正管理の推進
空き家の利活用の推進

公　　　　　園 公園・緑地の整備促進
公園の多面的活用の推進
協働による公園・緑地管理の推進

廃 棄 物 処 理 広域的な一般廃棄物処理の推進
循環型社会の構築

環　境　対　策 環境保全の推進
効率的なエネルギーの利活用の促進

施策分野 主要施策

　多様化する住民ニーズや複雑化する社会問題に対して、さまざまな広報媒体による積極的な情報提供に努め、
まちづくりへの町民参画を促進することで、協働による活力にあふれた地域社会を構築していきます。

環　境❸ 町民総参加によるまちづくりの推進

町　民　参　画 協働によるまちづくりの推進
コミュニティ活動の活性化
男女共同参画の推進

行 財 政 改 革 健全な財政運営の堅持
組織体制や事業の積極的な見直し
電子自治体の推進
職員の資質向上

情報発信・広聴 情報発信力の強化　
情報通信環境の整備促進
広聴活動の充実

広　域　連　携 広域連携体制の充実強化

施策分野 主要施策

　地域が抱える課題の解決に向けて、町民、地域、各種団体と行政が
一体となって、自助・共助・公助による協働のまちづくりを推進します。
　また、地域と行政との協働により、地域の活動を促進し、連帯意識
を醸成することで、地域コミュニティの活性化を図っていきます。

協働による活力あふれる地域社会の構築
Pickup
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地域住民による協働のまちづくり

施策分野 主要施策

　生活や産業の基盤となるインフラ施設が経年による老朽化が進んでいることから、計画的に長寿命化対策や
大規模改修、更新を進めていきます。

未来に向かって継続し発展するまち
快適で利便性の高い生活基盤と、自然と調和した住環境の整備を図るとともに、
住民総参加により、未来に向かって継続し、発展するまちづくりを推進します。

基本目標 4　環　境

環　境❶ 安定した生活基盤を支えるインフラ整備

土　地　利　用 適正でバランスのとれた土地利用の推進
ニーズに的確に対応した土地利用の推進
民間の宅地・住宅開発の推進

道路・側溝等整備 計画的な道路網の整備
人に優しい道路の整備
治水対策の推進

交　通　体　系 交通ネットワークの充実
持続可能な交通体系の維持確保
利用者のニーズに対応した交通環境の整備

上　下　水　道  安定した水道水の供給
下水道の適正な維持管理、運営の推進

除　雪　対　策 冬期交通の確保

　地球温暖化など対処しなければならない環境問題が発生する中、豊かな自然を未来に引き継いでいくため、
人と自然との共生を基本として、快適な生活と自然環境を両立させたまちづくりを推進します。

環　境❷ 自然と調和した住環境の整備

住　　環　　境 多様な住宅ニーズへの対応
町営住宅の適正管理

空 き 家 等 対 策 空き家等の適正管理の推進
空き家の利活用の推進

公　　　　　園 公園・緑地の整備促進
公園の多面的活用の推進
協働による公園・緑地管理の推進

廃 棄 物 処 理 広域的な一般廃棄物処理の推進
循環型社会の構築

環　境　対　策 環境保全の推進
効率的なエネルギーの利活用の促進

施策分野 主要施策

　多様化する住民ニーズや複雑化する社会問題に対して、さまざまな広報媒体による積極的な情報提供に努め、
まちづくりへの町民参画を促進することで、協働による活力にあふれた地域社会を構築していきます。

環　境❸ 町民総参加によるまちづくりの推進

町　民　参　画 協働によるまちづくりの推進
コミュニティ活動の活性化
男女共同参画の推進

行 財 政 改 革 健全な財政運営の堅持
組織体制や事業の積極的な見直し
電子自治体の推進
職員の資質向上

情報発信・広聴 情報発信力の強化　
情報通信環境の整備促進
広聴活動の充実

広　域　連　携 広域連携体制の充実強化

施策分野 主要施策

　地域が抱える課題の解決に向けて、町民、地域、各種団体と行政が
一体となって、自助・共助・公助による協働のまちづくりを推進します。
　また、地域と行政との協働により、地域の活動を促進し、連帯意識
を醸成することで、地域コミュニティの活性化を図っていきます。

協働による活力あふれる地域社会の構築
Pickup



町の木・けやき

わたくしたちは、この憲章を道しるべとし、
美しい三川の自然をまもり、田園の町づくりにつとめます。

１　ふるさとを愛し、川も緑もきれいな町にしましょう。

１　きまりを守り、心のふれあう明るい町にしましょう。

１　たがいに助け合い、しあわせな住みよい町にしましょう。

１　健康で働き、ゆたかでいきいきとした町にしましょう。

１　教養を高め、文化の薫るのびゆく町にしましょう。

町　章

三川町民憲章

持続可能な開発目標（SDGs）への対応
町の花・菜の花

　持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals、略称 SDGs）の達成に向け、全世界的なレベル、複数
の国をまたぐレベル、国のレベル、自治体のレベルなど、それぞれの規模や役割で果たすべき責務があります。
本町においても自治体のレベルで SDGs の趣旨を踏まえた取り組みに努める必要があります。
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