
【資料５】

1 安全・安心 1～11ページ

～安全・安心に暮らせる人にやさしいまち～

旧 新

1-1-1 防災意識の高揚 防災・減災意識の啓発

1-1-2 防災施設の整備 防災・減災体制の強化

1-1-3 治山・治水対策の推進 防災・減災施設の整備

1-1-4 防災体制の強化 治山・治水対策の推進

1-2-1 消防体制の充実 防火意識の啓発　【新設】

1-2-2 消防施設の整備 消防体制の充実

1-2-3
火災予防活動の充実
【「消防体制の充実」に統合】

消防施設の整備

1-2-4 救急・救助体制の整備・充実 救急・救助体制の充実

1-2-5
市民への救命救急知識・技術の普
及

市民への救命救急知識・技術の普
及

1-3-1 交通安全意識の高揚 交通安全意識の啓発

1-3-2 交通安全環境の整備 交通安全環境の整備

1-3-3
交通安全運動の推進
【「交通安全意識の啓発」に統合】

交通事故被害者救済対策の充実
【新設】

1-4-1 防犯意識の高揚 防犯意識の啓発

1-4-2 防犯体制の充実 防犯体制の充実

1-4-3 防犯施設等の整備 防犯施設等の整備

1-4-4 消費相談体制の充実 消費相談体制の充実

1-4-5 消費者の意識・知識の啓発 消費者の意識・知識の啓発

1-5-1 放射線の実態把握 放射線等の実態把握

1-5-2 除染対策の推進 除染対策の推進

1-5-3 汚染廃棄物の円滑な処理 汚染廃棄物の円滑な処理

1-5-4 －
円滑な原子力損害賠償請求の支援
【新設】

施策 施策名
主要な
取組み

1-1
防災・減災対策の充
実

第2次総合計画・基本計画の概要（施策及び主要な取組みの体系表）

主要な取組み名

1-2
消防・救急体制の強
化

1-5
原子力災害対策の推
進

1-3 交通安全対策の充実

1-4
防犯・消費生活対策
の充実
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2 健康・福祉・医療 12～25ページ

～いきいきと健やかで明るい笑顔があふれるまち～

旧 新

2-1-1 健康づくりの推進 健康づくりの推進

2-1-2 保健指導の充実 保健指導の充実

2-1-3 早期発見・予防対策の推進 早期発見・予防対策の推進

2-1-4
子どものすこやかな発達支援の充
実

子どものすこやかな発達支援の充
実

2-1-5
健康づくりのための環境整備
【「健康づくりの推進」に統合】

原子力災害に伴う市民の健康管理

2-1-6 原子力災害に伴う市民の健康管理 －

2-1-7
こころの健康づくり体制の構築
【「健康づくりの推進」に統合】

－

2-2-1 地域医療体制の整備 地域医療体制の整備

2-2-2 救急医療体制の充実 救急医療体制の充実

2-2-3 国民健康保険制度の健全な運営 国民健康保険制度の健全な運営

2-3-1 保育サービスの充実 保育サービスの充実

2-3-2 子育て支援体制の充実 子育て支援体制の充実

2-3-3 保育園等の施設の充実 保育園等の施設の充実

2-3-4
子どもを安心して産むことのでき
る環境整備

安心して出産・子育てできる環境
整備

2-3-5 子どもの人権擁護 子どもの人権擁護

2-4-1 介護予防の推進 介護予防の推進

2-4-2 介護保険制度の推進 介護保険制度の推進

2-4-3
生きがい対策・生活支援の推進
【分割・再編】

生きがい対策の推進

2-4-4 在宅福祉の充実【分割・再編】
在宅福祉の充実による生活支援の
充実

2-4-5 高齢者の人権擁護 高齢者の権利擁護の推進

2-5-1 障害福祉サービスの充実 障害福祉サービスの充実

2-5-2 自立・社会参加への支援 障がい者相談・支援体制の充実

2-5-3 障がい者相談・支援体制の充実 自立・社会参加への支援

2-5-4 障がい者の人権擁護 障がい者の権利擁護の推進

2-6-1 地域福祉意識の醸成 地域福祉意識の啓発

2-6-2 地域福祉活動の活性化 地域福祉活動の活性化

2-6-3 自立（低所得者）生活の支援 生活困窮者への支援

施策 施策名
主要な
取組み

主要な取組み名

2-6 地域福祉の充実

2-4 高齢者福祉の推進

2-5 障がい者福祉の推進

2-2 医療体制の充実

2-3 子育て支援の推進

2-1
健康づくり・健康管
理の推進
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3 産業・雇用 26～38ページ

～地域資源を生かし産業を育て、雇用を生むまち～

旧 新

3-1-1 商業機能の整備 商業機能の充実

3-1-2 経営基盤の強化 経営基盤の強化

3-1-3
小売商業施設の適正な配置
【「商業機能の充実」に統合】

中心市街地の活性化

3-1-4 中心市街地の活性化 －

3-2-1 企業誘致の推進 企業誘致の推進

3-2-2
企業の育成と支援の充実【分割・
再編】

企業への支援の充実

3-2-3 工業団地の維持管理と整備 担い手の育成

3-2-4 － 工業団地の維持管理と整備

3-3-1
担い手の育成・確保と農業経営の
安定化

担い手の育成・確保と農業経営の
安定化

3-3-2
農地の有効利用【「農村環境と農
業生産基盤の整備」に統合】

地産地消・ブランド化の推進

3-3-3 地産地消・ブランド化の推進 安全・安心な農産物の提供

3-3-4 安全・安心な農産物の提供 農村環境と農業生産基盤の整備

3-3-5 農村環境と農業生産基盤の整備 林業の振興

3-3-6 林業の振興 －

3-4-1 観光資源の充実【分割・再編】 イメージ回復と観光客の誘致

3-4-2 観光資源の活用【分割・再編】 着地型観光の推進

3-4-3 関連団体との連携・強化 関連団体との連携・強化

3-4-4 観光物産の振興【分割・再編】 観光情報の発信と市民意識の醸成

3-5-1 雇用対策の推進 雇用対策の推進

3-5-2 就労環境の整備 就労環境の整備

3-5-3 勤労者福祉の充実 勤労者福祉の充実

3-6-1
再生可能エネルギーの啓発・導入
促進

                啓発・導入促進

3-6-2
再生可能エネルギー関連産業の誘
致

                関連産業の誘致

3-6-3
再生可能エネルギーの関連企業・
人材の育成

                関連企業・人材の育
成

施策 施策名
主要な
取組み

主要な取組み名

3-6
再生可能エネルギー
の推進

3-4 観光の振興

3-5
雇用環境・就労環境
の充実

3-2 工業の振興

3-3 農林業の振興

3-1 商業の振興
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4 教育・生涯学習 39～51ページ

～心豊かに学び・ともにふれあい・生きる喜びを実感できるまち～

旧 新

4-1-1 確かな学力の向上 確かな学力の向上

4-1-2 豊かな心の育成 豊かな心の育成

4-1-3 健やかな体の育成 健やかな体の育成

4-1-4 特別支援教育の充実 特別支援教育の充実

4-1-5 幼児教育の充実 幼児教育の充実

4-1-6 魅力ある教育環境の整備 魅力ある教育環境の整備

4-1-7 高等教育の充実 大学等への就学機会の確保

4-1-8 郷土の歴史教育の充実 郷土の歴史教育の充実

4-2-1 家庭教育の充実 家庭教育の充実

4-2-2 家庭・地域・学校等との連携 家庭・地域・学校等との連携

4-2-3 青少年の非行防止活動の充実 青少年の非行防止活動の充実

4-2-4 青少年活動の支援 青少年活動の支援

4-3-1 生涯学習推進体制の充実 生涯学習推進体制の充実

4-3-2 生涯学習機会の提供 生涯学習機会の提供

4-3-3 生涯学習施設の整備 生涯学習拠点の充実

4-4-1 生涯スポーツ推進体制の充実 生涯スポーツ推進体制の充実

4-4-2 スポーツ指導者・団体の育成 スポーツ指導者・団体の育成

4-4-3 スポーツ施設の充実 スポーツ施設の充実

4-4-4
文化・芸術活動の振興【分割・再
編】

文化・芸術活動の推進

4-4-5 － 文化・芸術団体の支援と人材育成

4-4-6 － 文化交流拠点の整備・充実

4-5-1
郷土の歴史や伝統文化の保護・継
承

郷土の歴史や伝統文化の保護・継
承

4-5-2 文化・芸術・歴史の公開・普及 文化・芸術・歴史の公開・普及

4-5-3 埋蔵文化財の保護 埋蔵文化財の保護

施策 施策名
主要な
取組み

主要な取組み名

4-4
スポーツ・文化の振
興

4-1
生きる力と思いやり
を育む教育の充実

4-5
歴史や伝統文化の保
存と継承

4-2 青少年の健全な育成

4-3 生涯学習社会の実現
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5 都市基盤 52～64ページ

～やすらぎと快適さのある住みよいまち～

旧 新

5-1-1
自然景観や歴史的街並み景観の保
全

自然景観や歴史的街並み景観の保
全

5-1-2 景観形成に関する啓発の推進 景観形成に関する啓発の推進

5-1-3 魅力ある景観の創出 魅力ある景観の創出

5-2-1 生活道路の整備と維持管理 生活道路の整備と維持管理

5-2-2 主要幹線道路の整備 主要幹線道路の整備

5-2-3 広域幹線道路の整備促進 広域幹線道路の整備促進

5-2-4 安全で快適な歩道の整備 安全で快適な歩道の整備

5-2-5 － 橋りょうの整備　【新設】

5-3-1 市街地の整備 市街地の整備

5-3-2 居住環境の充実 居住環境の充実

5-3-3 市営住宅の整備 市営住宅の整備

5-3-4 情報通信基盤の整備 情報通信基盤の整備

5-4-1 バス交通の確保 バス交通の確保

5-4-2 バス交通の利便性の向上 バス交通の利便性の向上

5-4-3 鉄道・空港の利活用の促進 鉄道・空港の利活用の促進

5-5-1 安心・安全な水道水の供給 安心・安全な水道水の供給

5-5-2 水の安定供給の向上 水の安定供給の向上

5-5-3 健全な水道経営の推進 健全な水道経営の推進

5-6-1 公共下水道の整備と維持管理 公共下水道の整備と維持管理

5-6-2
農業集落排水施設の整備と維持管
理

農業集落排水施設の整備と維持管
理

5-6-3 合併処理浄化槽の設置整備の促進 合併処理浄化槽の設置整備の促進

5-6-4 水洗化の普及促進 水洗化の普及促進

施策 施策名
主要な
取組み

主要な取組み名

5-2 快適な道路網の整備

5-1
魅力ある街並みの形
成

5-6
衛生的で快適な下水
道の整備

5-3
良好な居住環境の整
備

5-4 公共交通の充実

5-5
安全で安定した水の
供給
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6 環境 65～71ページ

～自然と共生し、潤いのある環境を未来につなぐまち～

旧 新

6-1-1 資源循環型社会の啓発 資源循環型社会の普及啓発

6-1-2
ごみ減量化・資源化・再利用の推
進

ごみ減量化・資源化・再利用の推
進

6-1-3 省エネルギー・新エネルギーの普及啓発
【「再生可能エネルギーの推進」に統合】 不法投棄対策の推進

6-1-4 不法投棄対策の推進 －

6-2-1 環境美化の推進 環境美化の推進

6-2-2
環境保全のための教育･学習環境
の充実

環境保全のための教育･学習環境
の充実

6-2-3 － 生物多様性の保全　【新設】

6-2-4 環境汚染の防止 環境汚染の防止

6-2-5 生活衛生環境の保全 生活衛生環境の保全

6-3-1
史跡を活かした公園等の保存管理
と整備

史跡を活かした公園等の保存管理
と整備

6-3-2 身近な公園の維持管理と整備 身近な公園の維持管理と整備

6-3-3 地域緑化の推進 地域緑化の推進

6-3-4 森林や里山の保全・活用 森林や里山の保全・活用

施策 施策名
主要な
取組み

主要な取組み名

6-3
緑豊かで身近な自然
環境の保全と創出

6-1
資源循環型社会の形
成

6-2 地域環境の保全
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7 コミュニティ・行財政 72～85ページ

～地域のふれあいと支え合いで共に創るまち～

旧 新

7-1-1 協働の仕組みづくり 協働の仕組みづくり

7-1-2 参画と協働の推進 参画と協働の推進

7-1-3 特色ある地域コミュニティの形成
特色ある地域コミュニティ活動へ
の支援

7-1-4
コミュニティ施設の整備と利活用
促進

コミュニティ施設の整備と利活用
促進

7-1-5 市民の自主的な活動への支援【「特色あ
る地域コミュニティ活動への支援」に統合】 －

7-2-1 男女共同参画意識の啓発・促進 男女共同参画意識の啓発・促進

7-2-2 男女共同参画に係る環境整備 男女共同参画に係る環境整備

7-2-3 人権尊重の意識づくり 人権尊重の意識づくり

7-3-1 国際交流の推進 国際交流の推進

7-3-2 地域間交流の推進 地域間交流の推進

7-3-3 定住・二地域居住の推進 定住・二地域居住の推進

7-4-1 広聴活動・参画機会の充実 広聴活動・参画機会の充実

7-4-2 広報活動の充実 広報活動の充実

7-4-3 情報の公開と個人情報の保護 情報の公開と個人情報の保護

7-5-1 事務事業の効率化 事務事業の重点化と効率化

7-5-2
最適な主体・手法による公共サー
ビスの提供

最適な主体・手法による行政サー
ビスの提供

7-5-3 窓口サービス機能の充実 窓口サービスの充実

7-5-4 最適な組織機構の構築 最適な組織体制の構築

7-5-5 適正な人事管理と人材育成 適正な人事管理と人材育成

7-6-1 安定した自主財源の確保 安定した自主財源の確保

7-6-2 中長期的な財政構造の健全化 中長期的な財政構造の健全化

施策 施策名
主要な
取組み

主要な取組み名

7-6
健全な財政運営の推
進

7-4 開かれた市政の推進

7-5
効果的・効率的な行
政運営の推進

7-2
人権尊重・男女共同
参画社会の推進

7-3
多様な交流と連携の
推進

7-1
市民との協働による
地域づくり
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