


Ⅰ　基本計画について

　この基本計画は、第７次小　市総合計画基本構想の方向に沿って、市政全般にわたって施策の体

系を定め、施策の具体的な内容を示すものです。

　この基本計画の期間は、基本構想と同様、令和元（2019）年度から令和10（2028）年度までの10

年間とします。ただし、策定から５年後をめどに中間見直しを行うものとするほか、必要に応じて

見直しを検討することとします。

　計画の推進に当たっては、限られた資源で市民満足度向上などの成果を上げていくことを目指し

て、基本計画に沿って、社会経済情勢の変化や市民ニーズ等を踏まえて毎年度効果的な事業を検討

し、財政状況を考慮しながら優先順位をつけて事業を実施します。

　そして、行政評価により、基本計画に設定した指標の推移などから施策の効果や施策を構成する

事業の妥当性を点検し、事業の見直しやスクラップアンドビルド※１などの改善を行う「ＰＤＣＡ

サイクル」を確立し、より効果的・効率的な施策の展開を図ります。

趣　　旨

計画期間

計画の推進について

01

02

03

見直し

《効果的・効率的な施策の展開を図るためのＰＤＣＡサイクル》

事業の見直しやスクラップ

アンドビルドなどの改善

行政評価により、 指標の推移

などから施策の効果や施策を

構成する事業の妥当性を点検

社会経済情勢の変化や

市民ニーズ等を踏まえて

効果的な事業を検討

財政状況を考慮しながら

優先順位を付けて事業を

実施

標準的なサイクル…事業実施の翌年度に点検及び改善を行い、 その翌年度の事業に反映

ＡＣＴＩＯＮ
改善

ＰＬＡＮ
計画

ＣＨＥＣＫ
評価

ＤＯ
実施

※１「スクラップアンドビルド」…効果・効率の低い事業などを廃止し、新たな事業を行うこと。

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10

基本構想

基本計画

57

見直し反映
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Ⅱ　施策の体系
テ　ー　マ 施　　　策 小　　施　　策

人口減少・少子高齢化への

対応

１�人口減少への挑戦
（１）次世代をつくる　　　　　（２）しごとをつくる
（３）暮らしの魅力をつくる　　（４）にぎわいをつくる

２�将来人口への適応 （１）みんなで支え合う　　　　（２）将来に備える

まちづくり　６つのテーマ

テーマ１

安心して子どもを生み育てる

ことのできるまち

（子ども・子育て）

１-１�子ども・子育て支援

（１）妊娠・出産・子育て支援の充実
（２）保育サービスの充実
（３）地域子育て支援の推進
（４）子どもを守る仕組みの充実
（５）ひとり親家庭への支援
（６）地域活動団体への支援とリーダーの養成
（７）見守り育てる環境づくり
（８）子どもの基本的人権の尊重と保護

１-２�学校教育

（１）未来を創る力の育成
（２）豊かな心の育成
（３）健やかな体の育成
（４）家庭・地域との連携・協働の推進
（５）学びと育ちをつなぐ学校づくりの実現

テーマ２

誰もがいきいきと健やかに

暮らせるまち

（市民福祉）

２-１�地域福祉
（１）住民相互の支え合いを目指した地域福祉活動の推進
（２）多様な課題解決に向けて連携する支援体制の構築
（３）支援が必要な方が外出しやすい環境づくり

２-２�高齢者福祉

（１）健康づくりと介護予防の取組の推進
（２）地域包括ケアシステムの深化に向けた高齢者を地域で
　　支える仕組みづくりの推進
（３）高齢者の生きがいづくりの推進

２-３�障がい者福祉
（１）自立と社会参加の促進
（２）地域生活の支援体制の充実
（３）バリアフリー社会の実現

２-４�保健衛生

（１）健康づくり施策の推進
（２）健康危機管理体制の整備
（３）食と生活環境の安全確保
（４）人と動物が共生できる環境づくり

２-５�地域医療
（１）良質で安全な医療の提供
（２）救急医療体制の充実
（３）市立病院の経営効率化と役割の明確化

２-６�男女共同参画社会
（１）男女の人権の尊重と男女共同参画の意識づくり
（２）あらゆる分野への男女共同参画の推進
（３）男女が多様な生き方を選択できる環境づくり

テーマ３

強みを生かした産業振興に

よるにぎわいのまち

（産業振興）

３-１�農林業
（１）農業経営基盤の強化
（２）市民に親しまれる地域農業の推進
（３）森林整備の推進

３-２�水産業

（１）つくり育てる漁業・資源管理型漁業の推進
（２）漁場環境の保全・漁業基盤の整備
（３）地元水産物の付加価値を高める水産加工業の振興と消
　　費拡大の推進

３-３�商業

（１）創業の促進及び経営の安定化
（２）買い物環境の魅力向上
（３）流通構造の変化に対応した卸売機能の強化
（４）商店街・市場の振興

３-４�工業・企業立地

（１）経営基盤の強化と創業の促進
（２）ネットワークの形成と地場産業の活性化
（３）地場産品の販路拡大と新たな市場開拓
（４）企業誘致活動の強化

３-５�観光
（１）小　の魅力を深める取組
（２）小　の魅力を広げる取組
（３）小　の魅力を共有する取組

３-６�港湾

（１）物流の活性化
（２）「みなと観光」拠点の創出
（３）安全・安心対策の推進
（４）石狩湾新港との連携

３-７�雇用・労働

（１）安定した雇用の確保
（２）多様な人材の就労支援と地元定着の促進
（３）職業能力の開発・向上
（４）労働環境の整備
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テ　ー　マ 施　　　策 小　　施　　策

テーマ４

生活基盤が充実した安全で

暮らしやすいまち

（生活基盤）

４-１�上下水道

（１）安全な水の供給と快適で安全・安心な生活環境の創造
（２）上下水道機能の維持・強化
（３）経営基盤の強化と市民の視点に立った事業経営
（４）危機管理対策の充実と広域連携の推進

４-２�道路・河川
（１）道路の整備、維持管理
（２）河川の整備、維持管理

４-３�住宅

（１）安全・安心で快適な住宅の促進
（２）市営住宅の整備活用
（３）空家等対策
（４）移住促進に向けた情報提供などの充実

４-４�除排雪
（１）効率的な雪対策の充実
（２）市民との協働による雪対策の検討
（３）雪堆積場等の確保

４-５�市街地整備
（１）中心市街地の整備
（２）周辺市街地の整備
（３）新幹線を活用したまちづくりの取組

４-６�交通
（１）持続可能な交通ネットワークの構築
（２）交通基盤・交通環境の整備・充実

４-７�防災・危機管理
（１）防災対策の推進
（２）災害応急活動体制や危機管理体制の強化

４-８�消防

（１）警防体制の整備
（２）火災予防の推進
（３）救急救助体制の充実
（４）消防団の強化

４-９�生活安全
（１）交通安全の推進
（２）防犯体制の推進
（３）消費生活の安定と向上

テーマ５

まちなみと自然が調和し、

環境にやさしいまち

（環境・景観）

５-１�環境保全

（１）市民生活における環境保全対策の徹底
（２）地球温暖化防止対策の推進
（３）環境意識の高揚
（４）人と自然の共生

５-２�循環型社会
（１）３Ｒの推進に向けた自主的な取組への支援
（２）ごみ・資源物の適正処理
（３）し尿などの適正処理

５-３�公園・緑地
（１）緑の保全
（２）公園・緑地の整備推進と維持管理の充実
（３）市民との協働による緑化の推進と支援

５-４�都市景観

（１）歴史的建造物の保全及び活用
（２）まちなみ景観の創出
（３）自然景観等の保全
（４）市民との協働による景観形成

テーマ６

生きがいにあふれ、

人と文化を育むまち

（生きがい・文化）

６-１�社会教育

（１）「学び」と「活動」の循環の推進
（２）生涯各期における学習機会の充実
（３）図書館の利活用の促進
（４）総合博物館の利活用の促進
（５）文学館、美術館の利活用の促進

６-２�文化芸術
（１）文化芸術の振興
（２）文化財などの保存と活用

６-３�スポーツ・レクリエー

　　　ション

（１）生涯スポーツ・レクリエーション活動の普及と市民体力
　　の向上
（２）スポーツ団体との連携と競技力の向上
（３）体育施設の整備と利用促進

６-４�国際交流
（１）姉妹都市等との交流
（２）外国人が暮らしやすい環境づくり

市政運営の基本姿勢

１�市民参加と協働によるま

　�ちづくりの推進

（１）市民参加型の市政運営の推進
（２）地域コミュニティ活動の活性化
（３）民間企業や大学等との連携

２�持続可能な行財政運営の

　�推進

（１）財政健全化の推進
（２）効果的・効率的な行政経営の推進
（３）公共施設等の老朽化対策と将来に向けた最適化

３�広域連携の推進
（１）行政区域を越えた連携の推進
（２）広域的、長期的な課題解決への取組
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Ⅲ　人口減少・少子高齢化への対応
　人口減少と少子高齢化の進行は、地域経済の縮小、労働力の減少、地域コミュニティ機能※１の

低下、行政サービスに必要な税収の減少など、まちの活力や生活利便性の低下をもたらすことが懸

念され、それが更なる人口減少につながる恐れがあります。本市がこれからも住みよい、魅力的な

まちであり続けるためには、少子化と転出超過を改善して人口減少の抑制を図りつつ、将来の人口

規模や人口構造にしっかりと適応していく必要があります。

　これらは様々な要素が絡み合った複合的な課題であるため、人口対策の視点で施策を関連付ける

とともに、分野を横断して課題を共有し、連携して取り組みます。また、本計画及び国・北海道の

地方創生関連計画を踏まえて「小　市総合戦略」を策定し、重点的に推進します。

※１「地域コミュニティ機能」…ここでは、住民同士のつながりや支え合い、地域文化の伝承、公共的な活動など、地域社会の
　　　　　　　　　　　　　　　役割や働きのこと。
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　本市では、未婚化の進展などにより低い出生率が続いていることと、若年層の大都市圏などへの

転出超過による子育て世代の減少が相まって出生数が減り続け、それが将来の子育て世代の更なる減

少を招くことから、今後も少子化が進行し、将来のまちを支える世代の大幅な減少が予想されます。

　このため、子育ての希望がかなえられる環境を整えて出生率の改善を図るとともに、教育環境の

充実など子育て世代にとって魅力あるまちづくりと、郷土への誇り・愛着の醸成や安定した働く場

の確保などによる若年者の地元定着に努め、若年者・子育て世代の減少を抑制することが急務と

なっています。

　また、移住に関する地域間競争が厳しさを増す中で本市の転出超過を改善していくためには、買

い物環境や交通、除排雪など、居住の意思に関わると考えられる要素を意識して暮らしやすさの向

上を図り、市民に住み続けてもらうとともに、移住を希望する人に選ばれるよう、豊かな自然環境

などの本市の暮らしの魅力をターゲットに着実に届ける必要があります。

現 状 と 課 題

人口減少への挑戦　〜住みたい、訪れたいまちづくり〜01

※２「合計特殊出生率」…一人の女性が一生に生む子どもの平均人数を推定する指標。15 ～ 49歳の女性の年齢別出生率を合計し
　　　　　　　　　　　　たもの

※３「交流人口」…その地域に訪れる人のことで「定住人口」に対する概念。訪問目的は、通勤や通学、買い物、観光、レジャー
　　　　　　　　　など内容は問わない。
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　観光客や通勤・通学者、買い物客、季節居住者などの交流人口は、まちににぎわいと消費をもた

らし、雇用創出や民間の投資促進、それらに伴う税収の増加など、大きな経済波及効果を生み出

し、まちの活力の維持・向上に寄与します。また、本市を訪れ、親しみを持ってもらうことで、移

住につながることも期待できることから、まちの魅力の磨き上げと効果的な情報発信などにより、

交流人口の更なる増加や滞在時間の延長、消費の拡大に努める必要があります。

　このほか、近年、地域と多様に関わる人々を指す「関係人口」という概念が提唱され、地域外の

人材が地域活性化の担い手となることが期待されています。

※１「子育て世代包括支援センター」…妊娠期から子育て期までの様々なニーズに対する総合的相談支援を提供する窓口のこと。

※２「地域子育て支援センター」…保育士が遊びや親子の交流の場を提供するなど様々な子育て支援事業を行う所。奥沢保育所
　　　　　　　　　　　　　　　　に「げんき」、赤岩保育所に「風の子」、銭函保育所に「あそぼ」の３か所のセンターを開設

施 策 の 体 系

人口対策の視点

（１）次世代をつくる

～子育ての希望をかなえ、未来の創り手を育む環境づくり～

主な取組 関連施策

〇子育て世代包括支援センター
※１を開設し専任保健師の配置による妊娠期

　から子育て期までの切れ目のない支援体制の充実

〇子育て支援アプリの導入など子育て世代への情報提供ツールの充実

〇周産期医療体制の維持と小児救急医療を提供する体制の確保

〇子育てに関わる医療費の負担軽減

〇延長保育、休日保育、一時預かり、病児保育など各種保育サービスの充実

〇地域子育て支援センター
※２や地域との連携による親子の集いの場など、

　就学前の子どもと保護者同士が気軽に交流できる場の充実

〇児童館や児童センターなど、子どもが安全、安心に過ごせる居場所の充実

1-1 子ども・子育て
　　支援
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※３「キャリア教育」…一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、キャリ
　　　　　　　　　　　ア発達を促す教育

※４「ワーク・ライフ・バランス」…「仕事」と育児や介護、趣味や学習、休養、地域活動といった「仕事以外の生活」との調和をとり、
　　　　　　　　　　　　　　　  その両方を充実させる働き方・生き方のこと。仕事と生活の調和

※５「マーケティング」…生産者から消費者への商品・サービスの流れを推進するための、市場調査、製品計画、販路の選択、販
　　　　　　　　　　　　販売促進などの諸活動

※６「産学官金」…「産」は民間企業などの産業界、「学」は大学などの教育機関や研究機関、「官」は官公庁、「金」は金融機関のこと。

※７「イノベーション」…生産技術の革新や新商品の導入、新市場、新資源の開拓、新しい経営組織の形成などの革新的行動

主な取組 関連施策

〇「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善や望ましい学習
　習慣の確立による確かな学力の育成

〇職場体験等の活動を通して「ふるさと小　」のよさに気付き、自己の将

　来について考えを深めるキャリア教育
※３の充実

〇小　の自然環境や歴史、伝統、文化、産業等の理解を深め、郷土への誇
　りと愛情を育むふるさと教育の充実

1-2 学校教育

〇「ワーク・ライフ・バランス
※４」の考え方の普及・啓発 2-6 男女共同参画社会

〇子育て世帯への市営住宅の供給 4-3 住宅

〇公園の様々な機能や市民ニーズを踏まえた計画的な施設の更新と、魅力
　の向上につながる利用実態を考慮した公園緑地のリニューアル整備

5-3 公園・緑地

主な取組 関連施策

〇地域農業の担い手となる新規就農者の確保・育成に向けた取組 3-1 農林業

〇地元水産加工品のブランド化の推進及び販路拡大、商品開発の促進

〇「小　の水産物」のファンづくりの推進及び情報発信、地産地消の推進
3-2 水産業

〇商業起業者の育成及び経営安定化のため、財務・会計や販売・マーケティ
　ング

※５などの知識習得及び向上を支援
3-3 商業

〇関係機関と連携した相談体制、創業希望者の掘り起こし、補助制度など
　による創業の支援

〇産学官金
※６や異業種連携などのネットワーク形成によるイノベーション※７　

　の推進

〇新たな国内販路の開拓と物産展や展示会、商談会などへの出展支援

〇海外展示商談会などを通じたアジアなど新たな市場における販路開拓

〇首都圏等でのプロモーションや地場企業とのビジネスマッチングなどの
　企業誘致活動

3-4 工業・企業立地

〇小　港の利用促進に向けたポートセールスの強化 3-6 港湾

〇若年者に対するキャリア教育や地元企業とのマッチング機会の創出な
　ど、地元企業への定着促進及び早期離職対策への取組

3-7 雇用・労働

（２）しごとをつくる

～地域産業の活性化による安定した働く場の確保と、若年者の地元定着～
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主な取組 関連施策

〇商店街や市場におけるにぎわい・ふれあいや回遊性を高める魅力づくり
　への支援

3-3 商業

〇ＵＩＪターン
※１希望者に対する求人情報の提供 3-7 雇用・労働

〇公共賃貸住宅長寿命化計画に基づく市営住宅の供給及び維持改善

〇管理不全な空家等への対応

〇東京圏からの移住者に対する支援金支給

〇空き家・空き地バンク制度
※２などによる住宅・土地の情報提供や移住希

　望者への体験ツアーの実施

〇ターゲットに合わせた効果的な移住情報の提供や、移住希望者のニーズ
　把握方法の検討

4-3 住宅

〇地域総合除雪
※３による安全な交通の確保 4-4 除排雪

〇鉄道とバスの乗り継ぎ環境の改善など、地域公共交通網における利便性
　の強化

4-6 交通

〇ハード対策・ソフト対策を組み合わせた強靭化計画の策定と推進による、
　包括的な災害への備え

4-7 防災・危機管理

〇公園の様々な機能や市民ニーズを踏まえた計画的な施設の更新と、魅力
　の向上につながる利用実態を考慮した公園緑地のリニューアル整備【再掲】

5-3 公園・緑地

主な取組 関連施策

〇キャッシュレス化
※４や多言語化対応の推進など、多様な消費者ニーズに

　応える快適な買い物環境の整備
3-3 商業

〇国内外での観光キャンペーンの実施とメディア等を活用した情報発信の
　強化

〇外国人をはじめとする観光客が快適に過ごせる環境の整備

〇映画やテレビドラマ、ＣＭなどのロケ誘致活動の推進

〇戦略的な観光地づくりを行う地域ＤＭＯ設立など観光推進体制の強化

3-5 観光

〇クルーズ船の寄港促進に向けたポートセールスの強化

〇クルーズ船受入機能の拡充、歴史や文化、水辺を生かしたにぎわい空間
　を創出する第３号ふ頭及び周辺地域の再開発の推進

3-6 港湾

〇小　駅前周辺地区の再開発や駅前広場の再整備に当たっての整備手法の
　検討及び関係団体との調整

〇北海道新幹線新小　 （仮称）駅の開業効果の波及に向けた官民連携によ
　るアクションプラン

※５の推進

4-5 市街地整備

〇都市内交通及び広域交通に係る道路整備等について、国や北海道などへ
　の要望活動を実施

4-6 交通

（３）暮らしの魅力をつくる

（４）にぎわいをつくる

～安全・快適な住環境づくりと、移住の促進～

～交流人口等による消費の拡大と地域活性化～
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主な取組 関連施策

〇歴史的建造物の所有者等への技術的・経済的支援による歴史的景観の保全

〇景観条例・屋外広告物条例等の周知や適切な運用による、まちなみに配
　慮した建築物等の景観誘導の推進

5-4 都市景観

〇動態展示している鉄道施設の活用、鉄道車両の保存・修復など、総合博
　物館の利活用促進

〇特別展や企画展、講座の充実など、文学館・美術館の利活用促進

6-1 社会教育

〇「小　市歴史文化基本構想」の理念を踏まえた歴史文化資源の適切な保
　存と活用

6-2 文化芸術

〇関係人口の拡大と関わりの深化に向けた施策の検討 （今後検討）

指標の内容 基　準　値 目　標　値

合計特殊出生率
※６ 1.12 （Ｈ20～29平均） 1.27 （Ｒ1～10平均）

転出超過数 825人 （Ｈ21～30平均） 535人 （Ｒ1～10平均）

子育てがしやすいと感じている市民の割合
（18歳未満の子どもがいる世帯）

（共 1-1 子ども・子育て支援）
22.0％ 基準値より増 (Ｒ10)

雇用保険一般被保険者数（共 3-7 雇用・労働） 33,492人 (Ｈ30.10) 33,492人 (Ｒ10)

快適な住環境と感じている市民の割合
（共 4-3 住宅）

44.0％ 基準値より増 (Ｒ10)

移住相談窓口を利用した移住人数
（共 4-3 住宅）

112人 （Ｈ21～30合計） 146人 （Ｒ1～10合計）

小売業の年間商品販売額 （共 3-3 商業） 1,298億円 (Ｈ28) 1,298億円 (Ｒ10)

観光客消費額 （共 3-5 観光） 1,255億円 (Ｈ25) 2,300億円 (Ｒ10)

指　　　標

※（共〜）は、「まちづくり６つのテーマ」の施策と共通の指標です。

※１「ＵＩＪターン」…Ｕターンは、地方から大都市などに出た後、再び故郷に戻ること。Ｉターンは、大都市などから地方へ
　　　　　　　　　　　移住すること。Ｊターンは、地方から大都市などに出た後、故郷に近い別の地方に移住すること。

※２「空き家・空き地バンク制度」…市内にある空き家・空き地の物件情報を登録し、公開することによって、物件の有効活用
　　　　　　　　　　　　　　　　　を図る制度

※３「地域総合除雪」…歩道や車道の除排雪、凍結路面などの管理を一括して実施する総合的な除排雪

※４「キャッシュレス化」…現金を使わずに、クレジットカードや電子マネーなどの電子的な決済手段で、物やサービスの費用
　　　　　　　　　　　　　を支払えるようにすること。

※５「アクションプラン」…実施する具体的な行動を示す計画のこと。

※６「合計特殊出生率」…一人の女性が一生に生む子どもの平均人数を推定する指標。15 ～ 49歳の女性の年齢別出生率を合計し
　　　　　　　　　　　　たもの
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　本市の人口構造は、高年齢層と比べ、現在の子育て世代及び将来の子育て世代となる層が少ない

ため、出生率や転出超過が改善しても、当面は人口減少が続く見通しです。

　このため、人口減少抑制の取組を進めるとともに、将来の人口規模や人口構造に備えた持続可能

なまちづくりを行っていく必要があります。

　

　　

　本市では若い世代の減少スピードが早いため、総人口に占める高齢者の割合は上昇を続け、国立

社会保障・人口問題研究所の推計によると、令和17（2035）年頃には高齢者人口（65歳以上）と生

産年齢人口（15～64歳）がほぼ同数となり、中でも後期高齢者（75歳以上）の割合の上昇が顕著と

なっています。

　こうした人口構造の変化に対応して、まちの活力を維持するとともに、高齢期の暮らしの安心を

確保し、町内会などの地域コミュニティを安定的に維持していくことが求められています。

　このため、高齢者がそれぞれの能力に応じて地域の支え手として活躍できる仕組みづくりや、健

康寿命を延ばし、生き生きと自立した生活を送ることができる環境づくり、安心して住み続けられ

る地域の支え合いの仕組みづくりなどを行っていく必要があります。

　全市的に人口密度の低下が続き、このままでは官民のサービスが非効率となり、現在の水準を維

持することが難しくなってくることから、生活利便施設などの都市機能が中心部及び複数の地域拠

点に集約され、それらが交通ネットワークで結ばれた効率的な都市構造を目指す必要があると考え

られます。

現 状 と 課 題

将来人口への適応　〜時代に合ったまちづくり〜02
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　また、近隣市町村も人口減少が進む中で住民ニーズは多様化し、一つの自治体の中で生活に関わ

るサービスを全て提供することが難しくなってきていることから、近隣市町村と連携して将来にわ

たり安定的なサービスを提供する仕組みづくりが求められています。

施 策 の 体 系

人口対策の視点

（１）みんなで支え合う

～生涯活躍でき、安心して暮らし続けられる環境づくり～

主な取組 関連施策

〇市民主体の地域づくりのためのボランティア活動の支援

〇公共施設等のバリアフリー化やユニバーサルデザイン
※１化の推進

2-1 地域福祉

〇地域版介護予防教室、地域住民が集うサロン等、介護予防のための通い
　の場の充実

〇住民主体の支え合い活動の促進をはじめとする生活支援体制など、高齢
　者を地域で支える仕組みづくりの推進

〇高齢者が地域の福祉活動に積極的に参加するための支援

2-2 高齢者福祉

〇がんや生活習慣病予防法の啓発

〇がん検診を始めとする各種検診の勧奨と受診率向上

〇生活習慣病予防のための運動習慣の普及啓発を推進

2-4 保健衛生

〇シルバー人材センターの活動を支援するなど、高年齢者がその能力を十
　分に発揮できるよう、多様な雇用・就業機会を確保

3-7 雇用・労働

〇市民の多様な学習ニーズに応じた「市民大学講座」、「はつらつ講座」な
　どの学習講座の充実や「老壮大学」の活動支援

6-1 社会教育

〇町内会や市民団体が地域コミュニティ活動を継続的に行うための人材育
　成や活動拠点の提供

市民参加と協働によ
るまちづくりの推進

※１「ユニバーサルデザイン」…年齢や障がいの有無にかかわらず、全ての人が使いやすいように工夫された用具や建造物など
　　　　　　　　　　　　　　　のデザインのこと。
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主な取組 関連施策

〇利便性の高いまちなかなどへの市営住宅の供給の検討 4-3 住宅

〇地域拠点と地域公共交通網のあり方についての検討 4-5 市街地整備

〇バス路線の効率化や適正な運賃の設定の検討など、持続可能な交通体系
　の構築に向けた取組

〇地域公共交通の利用促進策の展開

4-6 交通

〇公共施設の複合化や他用途への転換などによる、施設総量の削減と行政
　サービスの充実・効率化

持続可能な行財政
運営の推進

〇近隣市町村との交通・医療・福祉・消防などの連携や、公共施設の相互
　利用の仕組みづくりの推進

広域連携の推進

（２）将来に備える

～人口減少下でも暮らしやすい効率的で持続可能なまちづくり～

指標の内容 基　準　値 目　標　値

高齢者が元気に生き生きと暮らしていると感

じている市民の割合
29.2％ 基準値より増 (Ｒ10)

自分が健康であると感じている市民の割合

（共 2-4 保健衛生）
58.5％ 基準値より増 (Ｒ10)

暮らしやすい環境が形成されていると感じて

いる市民の割合（共 4-5 市街地整備）
37.8％ 基準値より増 (Ｒ10)

地域公共交通に対して満足と感じている市民

の割合（共 4-6 交通）
34.3％ 基準値より増 (Ｒ10)

適切な行政サービスが提供されていると感じ

ている市民の割合
24.5％ 現状維持 (Ｒ10)

指　　　標

※（共〜）は、「まちづくり６つのテーマ」の施策と共通の指標です。
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分野別計画の見方

①　施　策

　分野別の施策の番号と名称です。

②　重　点

　本計画の策定に当たり実施した市民アンケート調査に基づき「現在の満足度が低く、今後の重要

度が高い」領域に分類した施策（Ｐ18参照）及び重点的な推進を予定している施策を重点としてい

ます。

③　現状と課題

　施策に関する本市を取り巻く現状と課題を示しています。

④　施策の内容

　施策の具体的な実施内容と施策に関する指標を小施策（項目）ごとに記載しています。

08 子どもの基本的人権の尊重と保護

市民アンケート指標

関連計画

01

３

４

５

６

７

８

１ ２
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⑤　主な取組

　計画期間（令和元～10年度）中に実施を予定している主な取組の概要を記載しています。また、

その取組を所管する部署名も記載しています（総…総務部、産…産業港湾部、生…生活環境部、

医…医療保険部、医…福祉部、保…保健所、建…建設部、教…教育部、消…消防本部、水…水道

局、病…小　市立病院）。

　※部署名は、基本計画策定時点のものであり、今後、組織機構の見直しに伴い、変更が生じる場

　　合があります。

　★印は、「施策の目的達成のために重要と考えられる取組」「人口対策として効果的と考えられ

る取組」「主な新規・拡充の取組」を表しています。

　（共～）と表示している場合は、他の施策と共通の取組です。

　　

⑥　指　標

　施策の進捗状況を客観的に把握するため、施策の実施量や成果に関する指標を設定しています。

なお、基準値、目標値の年次は和暦 (Ｈ:平成、Ｒ:令和) です。

⑦　市民アンケート指標

　施策に関する満足度などの市民意識を、市民アンケートにより把握する指標です。なお、基準値

は、令和元年８月に18歳以上の市民2,000人に対して実施したアンケートの結果です（回収数947

件）。

算　出　方　法

※「1-1 子ども・子育て支援」「1-2 学校教育」は18歳未満の子どもがいる世帯、「2-2 高齢者福

　祉」は、65歳以上の方がいる世帯、「2-3 障がい者福祉」は、障がいのある方がいる世帯の数値

　です。

⑧　関連計画

　施策に関連する個別計画がある場合、その名称等を記載しています。

　※名称や計画期間は、策定時点のものです。

設問に対し、「当てはまる」「やや当てはまる」と回答した数

設問に対し、「当てはまる」「やや当てはまる」「どちらでもない」「やや当てはまらない」「当てはまらない」と回答した数
基準値 ＝




