
第２次砺波市総合計画　施策の体系（案）

基本方針 主要施策 個別施策

1 教育の充実 1 学校教育の充実 生きる力を育む教育の充実 安全で安心な教育環境づくり 自立と共生の人間形成をめざした学校教育の充実 豊かな心を育む教育の充実 健やかな体づくりと食育の推進 学校施設の整備・充実 子どもの安全確保

2 幼児教育・保育の充実 子育て支援の充実 子育て施設の充実 子育てと仕事の両立支援 

2 こころ豊かな人の育成 3 青少年の健全育成 活力ある健全な青少年の育成 家庭教育力の向上 家庭・地域・学校・行政が連携する教育の推進 青少年活動の機会の提供

4 生涯学習の推進 生涯学習の充実 生涯学習環境の充実 生涯学習施設の整備・充実 地域を学ぶ機会の充実 学びを充実し生かす仕組みづくり 交流を図る学習の推進 図書館機能の充実

ともに輝き 5 スポーツの推進 スポーツ・レクリエーションの振興 スポーツ環境の充実 生涯スポーツの振興 スポーツ施設の充実 スポーツ競技力の向上と指導者の育成

支えあう 6 文化芸術の振興 芸術・文化活動の振興 伝統文化の継承 芸術・文化活動への支援 文化財の保護と活用 地域文化の理解と継承

人づくり 3 地域力・家族力の向上 7 地域コミュニティの活性化 総務・教育 地域について学ぶ学習の支援 地域活動の支援の充実 地域活動の中心となるリーダーの養成

8 三世代同居の推進 企総 3世代同居・近居の支援 世代を超えた交流の支援

4 交流・定住の促進 9 国際・国内交流の推進 国際交流の推進 国内交流の推進 姉妹・友好都市との交流推進 国際理解の推進 国内交流の推進

10 移住・定住の促進 企総 IJUターンに対する支援 同窓会の開催支援

5 保健・医療の充実 11 健康づくりの推進 健康づくりの推進 予防対策の推進 市民の主体的な健康づくり支援 受けやすい検診体制の整備 感染症予防の充実

12 医療の充実 地域保健・医療の充実 安心して利用できる地域保健・医療体制の整備

6 福祉の充実 13 高齢者福祉の推進 高齢者福祉の充実 高齢者の生きがいの充実 在宅生活向上に向けた支援強化 介護サービスの充実 生きがいづくりの支援 就労の支援 介護予防の推進

なごやかな 14 障がい者（児）福祉の推進 障がい者(児）福祉の充実 障がい福祉サービスと就労支援の充実 社会参加と相談支援の充実

暮らしを育む 15 地域福祉の推進 地域福祉活動の推進　ひとり親家庭福祉の充実 生活保護の自立支援　社会保障制度の運営 地域ぐるみの福祉活動の推進 自立支援の推進 相談体制の充実 生活保護制度の適切な運用 国民健康保険、介護保険などの円滑な運営

安心づくり 7 子育て環境の充実 16 妊娠・出産・子育て支援の充実 子育て支援の充実 子育て支援サービスの充実 子育てと仕事の両立支援 親と子が健やかに暮らせる環境づくり

17 結婚支援の推進 企総 結婚に対する意識の啓発 結婚活動に対する支援

8 市民生活の安全性の向上 18 防災力、消防・救急体制の充実強化 除雪対策の推進 地域防災基盤の整備・消防・救急体制の充実 自主防災組織の強化と活動支援・地域防災対策の充実・消防力の充実 地域排水対策の推進・治山治水対策の充実 救急・救助の充実 国民保護施策の充実・除雪対策の推進・防火意識の啓発

19 防犯・交通安全の推進 防犯体制の充実と交通安全の推進 防犯組織の活動促進と普及啓発 防犯対策の強化と消費者の自立支援 交通事故防止のための安全教育の推進

9 自然・環境の保全と活用　 20 自然環境・景観の保全 景観の保全と整備　自然との共生 森林の保全と整備 庄川を含む河川の親水空間の整備 自然と共生するまちづくりの推進 豊かな森林づくり 散居景観の保全と活用

21 花と緑の普及推進 花と緑の推進 花と緑のまちづくりの推進 緑化意識の高揚と後継者育成

22 生活環境の保全 循環型社会の構築 生活環境の保全と整備 地球温暖化防止の推進 ごみの減量化・資源化の推進 環境保全対策の推進 斎場・霊苑の維持管理

10 生活基盤の充実 23 住宅環境の整備 住宅の充実 宅地の供給 住宅水準の向上 市営住宅の改修・整備

24 都市基盤の整備 都市基盤の整備　上水道の充実 下水道の推進　道路交通網の整備 都市基盤の整備促進 利用者サービスの充実 公共下水道の計画的な整備 安定した下水道事業の運営 計画的な施設整備の実施

みらいに 高速自動車道の整備促進 市道の整備促進と道路網の検討 市道や橋梁などの維持管理

活力をつなげる 25 公共交通の充実 企総・福市 公共交通の充実 公共交通の利用促進と活性化 国道・県道の整備促進

まちづくり 11 農林業の振興 26 生産基盤・経営体制の充実 農林業の生産基盤・経営体制の充実 生産基盤の保全・整備 後継者・経営組織の育成支援

27 地域ブランド化の取組支援 ブランド化の取組支援 花き・球根、園芸、畜産の推進  水稲・大豆、種子の生産と品質の向上 地産地消・販路拡大の推進 

12 商工業の振興 28 基幹・既存産業の振興・強化 伝統産業の支援 既存産業の育成・支援 新商品開発の支援 販路拡大の支援

29 企業誘致・起業・創業支援 企業誘致の推進 起業家の育成・支援 新しい企業の誘致 ハイテク・ミニ企業団地の支援 経営診断・技術指導の支援 コミュニティビジネスの育成

30 商業の振興 商店街の活性化 歩いて楽しめる商店街づくり 各種イベントとのタイアップ 商店街活動の支援

31 雇用環境の整備 雇用機会の提供支援 職業訓練・勤労者福祉の充実 雇用条件・就労環境の安定支援 職業訓練の充実 勤労者福祉の推進

13 観光の振興 32 観光資源の魅力創出 観光資源の魅力創出 散居・自然景観の魅力創出 四季を通じた賑わいの創出 地域伝統芸能・歴史文化資源の活用  観光施設の充実

33 観光情報発信・受入体制の充実 観光振興戦略の推進 観光情報受発信機能の充実 広域・国際観光の推進と市民交流の推進 ホスピタリティあふれるもてなし体制の整備

14 市民協働の推進 34 市民と行政の協働の推進 市民と協働のまちづくりの推進 コミュニティ活動の推進 行政への幅広い市民参画 ＮＰＯ・ボランティア活動の推進

協働と持続可能な 35 人権尊重・男女共同参画の推進 男女共同参画の推進 あらゆる暴力の根絶 男女共同参画の意識づくりと様々な分野への推進 ワーク・ライフ・バランスの実現と男女の健康支援

自治体経営 15 持続可能な自治体経営 36 効率的な行財政運営 健全な自治体運営の推進　 電子自治体の推進 効率的な自治体運営の推進 職員の育成・行政の情報化の推進  開かれた市政の推進・暮らしの情報発信の充実

37 広域行政・事業連携の推進 広域行政の推進 広域行政の充実 広域的事業の推進 大学連携の推進

※　基本方針は、「人づくり」「安心づくり」「まちづくり」の３つで
あるが、４番目は計画の推進のためそれらの基礎となるもの
（３＋１という考え）
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