
第五次総合振興計画_基本事業一覧表

重点 基本事業 重点 基本事業

1-1-1 ● 保育サービスの充実 1-1-1 ● 保育サービスの充実

1-1-2 ● 子どもの居場所づくり 1-1-2 ● 子どもの居場所づくり

1-1-3 ● 子育て不安の解消 1-1-3 ● 子育て不安の解消

1-1-4 ● 子育ての経済的負担の軽減 1-1-4 ● 子育ての経済的負担の軽減

1-2-1 ● 妊娠・出産に関する保健・医療の充実 1-2-1 ● 妊娠・出産に関する保健・医療の充実

1-2-2 ● 子どもに関する医療体制の充実 1-2-2 ● 子どもに関する医療体制の充実

1-2-3 ● 子どもに関する保健の充実 1-2-3 ● 子どもに関する保健の充実

1-3-1 障がい児福祉サービスの充実 1-3-1 新 ● 保健・福祉・教育の連携の充実

1-3-2 要配慮家庭への支援の充実 1-3-2 障がい児福祉サービスの充実

1-3-3 － 1-3-3 要配慮家庭への支援の充実

1-4-1 家庭の教育力の向上 1-4-1 家庭の教育力の向上

1-4-2 保護者の学校活動への参加 1-4-2 新 ● 家庭・地域との協働による学校運営の推進

1-4-3 子どもの読書習慣の向上 1-4-3 子どもの多様な体験・学習機会の充実

1-4-4 地域の教育力の向上 1-4-4 青少年健全育成の推進

1-4-5 青少年健全育成の推進 －

1-5-1 教育環境の整備 1-5-1 ● 確かな学力の育成

1-5-2 ● 教育内容・方法の充実 1-5-2 豊かな心と健やかな体の育成

1-5-3 体力づくりの推進 1-5-3 ● 特別支援教育の充実

1-5-4 健康教育の充実 1-5-4 教育相談の推進

1-5-5 子どもの安全確保 1-5-5 教育環境の整備

1-5-6 ● 特別支援教育の充実 －

1-5-7 教育相談の推進 －

前期 後期

参考２



重点 基本事業 重点 基本事業

前期 後期

2-1-1 福祉意識の醸成 2-1-1 福祉意識の醸成

2-1-2 福祉に関わる人材・組織の育成 2-1-2 福祉に関わる人材・組織の育成

2-1-3 地域で見守りあう仕組みづくり 2-1-3 多様な交流・見守り活動の推進

2-1-4 相談体制の充実 2-1-4 新 ● 重層的支援体制の構築

2-2-1 ● 生活習慣の改善 2-2-1 生活習慣の改善

2-2-2 疾病の予防・早期発見 2-2-2 疾病の予防・早期発見

2-2-3 地域医療の充実 2-2-3 地域医療の充実

2-2-4 － 2-2-4 新 ● 感染症予防・重症化防止対策の推進

2-3-1 生きがいと社会参加の促進 2-3-1 生きがいと社会参加の促進

2-3-2 ● 介護予防・日常生活支援総合事業の推進 2-3-2 介護予防・日常生活支援総合事業の推進

2-3-3 包括的支援事業の推進 2-3-3 ● 包括的支援事業の推進

2-3-4 － 2-3-4 新 介護保険サービス提供基盤の整備促進

2-4-1 自立支援の推進 2-4-1 自立支援の推進

2-4-2 地域生活支援事業の充実 2-4-2 地域生活支援事業の充実

2-4-3 障がい者の就労支援 2-4-3 新 ● 障がい者の就労・社会参加支援

2-5-1 生活困窮者への自立支援 2-5-1 生活困窮者への自立支援

2-5-2 国民健康保険制度の適正な運営 2-5-2 国民健康保険制度の適正な運営

2-5-3 後期高齢者医療制度の適正な運委 2-5-3 後期高齢者医療制度の適正な運委

2-5-4 介護保険制度の適正な運営 2-5-4 介護保険制度の適正な運営

2-6-1 学習機会の充実 2-6-1 学習機会の充実

2-6-2 生涯学習施設の適切な管理と利用促進 2-6-2 生涯学習施設の適切な管理と利用促進

2-6-3 芸術・文化事業の推進 2-6-3 芸術・文化事業の推進

2-7-1 スポーツ機会の充実 2-7-1 スポーツ機会の充実

2-7-2 スポーツ施設の適切な管理と利用促進 2-7-2 スポーツ施設の適切な管理と利用促進

－ 2-7-3 新 スポーツ活動の支援



重点 基本事業 重点 基本事業

前期 後期

3-1-1 市民参画の推進 3-1-1 市民参画の推進

3-1-2 協働の推進 3-1-2 協働の推進

3-2-1 地域活動の推進 3-2-1 地域活動の推進

3-2-2 地域活動の拠点施設の整備促進 3-2-2 地域活動拠点の確保

3-3-1 平和啓発の推進 3-3-1 平和啓発の推進

3-3-2 人権意識の高揚 3-3-2 ● 人権意識の高揚

3-3-3 男女共同参画の推進 3-3-3 男女共同参画の推進



重点 基本事業 重点 基本事業

前期 後期

4-1-1 公園の整備と緑地の保全 4-1-1 ● 公園の整備充実と緑地の保全

4-1-2 ● 良好な住環境および景観の誘導 4-1-2 ● 良好な住環境および景観の誘導

4-1-3 安全で環境負荷の少ない住宅への支援 4-1-3 安全で環境負荷の少ない住宅への支援

4-1-4 市営住宅の整備 4-1-4 土地区画整理事業の推進

4-1-5 鉄道輸送力の増強 4-1-5 鉄道輸送力の活用

4-1-6 市内公共交通の確保 4-1-6 市内公共交通の確保

4-2-1 土地区画整理事業の推進 4-2-1 優良農地の保全

4-2-2 優良農地の保全 4-2-2 ● 商業・業務地等の整備

4-2-3 ● 商業・業務地等の整備 4-2-3 沿道サービス施設の誘導

4-2-4 沿道サービス施設の誘導 4-2-4 住宅供給の促進

4-2-5 住宅供給の促進 －

4-3-1 地球温暖化対策の推進 4-3-1 新 ● 脱炭素社会・循環型社会に向けた取組の推進

4-3-2 ４Ｒの推進 4-3-2 新 廃棄物の適正な処理の確保

4-3-3 環境衛生の推進 4-3-3 環境衛生の推進

4-3-4 浄化槽放流水の水質改善 －

4-4-1 ● 生活道路の整備充実 4-4-1 ● 生活道路の整備充実

4-4-2 都市計画道路の整備 4-4-2 都市計画道路の整備促進

4-4-3 公共下水道（汚水）の整備 4-4-3 公共下水道（汚水）の整備

4-4-4 雨水排水施設の整備充実 4-4-4 雨水排水施設の整備充実

4-5-1 防犯意識の高揚 4-5-1 防犯・交通安全意識の高揚

4-5-2 防犯環境の整備充実 4-5-2 防犯環境・交通安全施設の整備充実

4-5-3 交通安全の啓発 4-5-3 安全な消費生活の確保

4-5-4 交通安全施設の整備充実 －

4-5-5 安全な消費生活の確保 －

4-6-1 防災減災意識の高揚 4-6-1 防災減災意識の高揚

4-6-2 災害時の支援体制の充実 4-6-2 災害時の支援体制の充実

4-6-3 地域防災力の向上 4-6-3 地域防災力の向上

4-6-4 消防力の強化 4-6-4 新 ● 強靭な地域社会の構築

4-6-5 － 4-6-5 消防力の強化

発展

発展



重点 基本事業 重点 基本事業

前期 後期

5-1-1 持続可能な農業経営への支援 5-1-1 ● 付加価値の高い農業・商業・工業の推進

5-1-2 付加価値の高い農業の推進 5-1-2 新 ● 地域経済循環の推進

5-1-3 ● 地域商業の活性化 5-1-3 ● 持続可能な経営の支援

5-1-4 ● 商工業経営の支援 5-1-4 観光の振興

5-1-5 観光の振興 5-1-5 ● 企業誘致の推進

5-1-6 ● 企業誘致の推進 －

5-2-1 ● 文化財の調査・研究・保存 5-2-1 文化財の調査・研究

5-2-2 文化財の普及・啓発・活用 5-2-2 ● 文化財の保存・活用

5-2-3 伝統文化の継承 5-2-3 文化財の普及・啓発

－ 5-2-4 伝統文化の継承

5-3-1 勤労者への支援 5-3-1 労働環境改善の促進

5-3-2 自己研さん機会の提供 5-3-2 職業能力開発の支援

5-3-3 雇用・就労対策の推進 5-3-3 ● 雇用・就労対策の推進

6-1-1 情報公開の推進 6-1-1 情報公開の推進

6-1-2 広報活動の充実 6-1-2 広報活動の充実

6-1-3 広聴活動の充実 6-1-3 広聴活動の充実

6-2-1 行政情報の適切な管理 6-2-1 行政情報の適切な管理

6-2-2 適正で公正な契約の執行 6-2-2 適正で公正な契約の執行

6-2-3 適正な会計管理 6-2-3 適正な会計管理

6-2-4 適正な選挙事務の執行 6-2-4 適正な選挙事務の執行

6-3-1 成果志向に基づく行政経営の推進 6-3-1 成果志向に基づく行政経営の推進

6-3-2 人材育成の推進と適正な人事管理 6-3-2 人材育成の推進と適正な人事管理

6-3-3 ● 健全な財政運営と資産管理 6-3-3 ● 健全な財政運営と資産管理

6-3-4 税収の確保 6-3-4 歳入の確保

6-3-5 質の高い窓口サービス 6-3-5 新 ● 自治体ＤＸの推進

6-3-6 電子自治体の推進 6-3-6 広域行政及び多様な主体との連携の推進

6-3-7 広域行政の推進 －

発展


