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■ 基本計画　分野別計画体系図 ◆主要プロジェクト名… 　 PJ1 社会で育む少子化対策プロジェクト、　 PJ2 揺るぎない安心安全プロジェクト、 PJ3 自立した地域づくりプロジェクト、 PJ4 まちじゅう
賑わいプロジェクト、　PJ5 産業活力・富の創造プロジェクト、 　 PJ6 中山間地域振興プロジェクト、　PJ7 将来に向けた行財政経営プロジェクト
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分　　野 基本施策 推　　　　　　　　　　進　　　　　　　　　　施　　　　　　　　　　策
元気で心豊かな人を育むまちづくり

1　教育・子育て

１　教育の充実
（1）学校教育の充実 （2）不登校対策の充実 （3）特色ある教育の充実 （4）小・中学校図書館の充実 （5）特別支援教育の充実
（6）コミュニティ・スクールの充実 （7）学校再編整備の推進 （8）幼児教育の充実

2　教育環境の整備・充実 （1）教育施設の整備　 PJ2 （2）学校ＩＣＴの充実 （3）通学路の交通安全の確保 （4）新しい学校給食センターの整備促進
3　子供の健全育成 （1）健全育成活動推進のための連携の強化 （2）青少年を取り巻く有害環境への対応 （3）青少年の社会参加の促進
4　子育て環境の充実 （1）子育て支援サービスの充実　 PJ1 （2）保育サービスの質・量の拡充　 PJ1 （3）子育て相談の充実　 PJ1 （4）子育て家庭・ひとり親家庭への支援　 PJ1 （5）結婚に対する支援の促進　 PJ1

無限の市民力を発揮できるまちづくり

2　生涯学習・人権

1　生涯学習の推進 （1）生涯学習推進体制の整備・充実 （2） 学んだ成果をまちづくりに生かす環境の充実 （3）社会教育関連施設の整備・充実 （4）図書館の資料・情報・サービスの充実 （5）子供の読書活動の推進
2　文化・芸術活動の振興 （1）文化芸術活動の促進 （2） 文化財の保護と活用の促進 （3）平和発信の促進 （4）国際交流・多文化共生の推進

3　スポーツの振興 （1） ライフステージ・ライフスタイルに応じた
　  スポーツ文化の推進 （2） スポーツを通じた地域活性化 （3）スポーツ環境の充実 （4）共創によるスポーツ文化の推進

4　人権尊重社会の実現 （1）人権教育・人権啓発の推進 （2） 男女共同参画社会の推進　 PJ1

3　地域づくり
1　地域コミュニティの活性化 （1）住民主体の地域づくりの促進　 PJ3 （2）中核的人材の育成 （3）自治会組織の充実　 PJ3 （4）地域づくり推進体制の整備　 PJ3
2　中山間地域の「地域づくり」の促進 （1）地域の夢プランづくりの促進　 PJ6 （2） 地域の夢プランの実践活動の促進　 PJ6 （3）新たな地域の拠点づくりの推進　 PJ3  PJ6 （4）ＵＪＩターンの促進　 PJ6

3　市民活動の促進 （1）市民活動支援センターの機能強化 （2） 市民活動の普及啓発 （3）活動資源に関する支援の充実
安心して健康に暮らせるまちづくり

4　安心安全
1　災害に強いまちづくりの推進 （1）地域防災力の強化　 PJ3 （2） 防災対策の充実　 PJ2 （3）河川等の整備・保全の促進 （4）安心・安全な漁村づくりと漁港整備 （5）新庁舎の建設　 PJ2

2　消防・救急体制の充実強化　 （1）消防力の充実　 PJ2 （2） 救急救助体制の充実　 PJ2 （3）予防体制の強化
3　市民生活の安全性の向上 （1）防犯運動・交通安全運動の推進 （2） 安全な環境づくり （3）相談体制の強化 （4）消費者教育・啓発活動の推進

5　福祉・健康・医療

1　地域福祉の推進 （1）地域福祉活動の推進
（2） 地域福祉に関する相談・支援体制づくりの

推進　 PJ2
（3）社会福祉法人の指導監査の充実

2　高齢者福祉の充実 （1）高齢者を地域で支える体制づくり （2） 介護サービスの充実 （3）介護予防の推進 （4）生涯現役社会づくりの推進
3　障害者福祉の充実 （1）地域生活支援の充実 （2）就労支援の充実 （3）差別解消の推進
4　健康づくりの推進 （1） 健康寿命を延ばす健康づくり事業の推進 （2） 母子保健指導等の充実　 PJ1 （3）食育の推進 （4）特定健康診査・がん検診の受診率向上
5　地域医療の充実 （1）地域医療体制の充実　 PJ2 （2） 救急医療体制の充実 （3）医療機関の連携 （4）市民病院の機能の維持

活力と魅力に満ちた賑わいのあるまちづくり

6　都市基盤

1　生活道路の整備の促進 （1）生活道路の整備の促進
2　交通環境の充実 （1）生活交通の確保・維持・充実 PJ4  PJ6
3　緑の空間の創造 （1）公園・緑地の整備の促進 （2） 公園・緑地・街路樹の維持管理の促進 （3）緑化の推進
4　快適な居住環境の整備 （1）快適で利便性の高い都市計画の推進 PJ4 （2）土地区画整理事業の推進 （3）住生活の安心・安全・安定の確保

5　水道の安定供給と下水道の充実
（1）経営の安定化 （2）上下水道施設の長寿命化・耐震化 （3）稼働率の適正化 （4）安全管理の強化 （5）水道基盤の整備
（6）汚水処理施設の整備 （7） 雨水排除施設の整備　 PJ2

7　産業・観光

1　農業の振興 （1）新規就農者等の担い手の確保　 PJ1   PJ6 （2）農用地等の集積・集約化 （3）多品目生産への誘導 （4）地産地消の推進 （5）多面的機能の維持・発揮
（6）生産基盤の整備 （7）有害鳥獣被害防止対策の推進

2　林業の振興 （1）林業生産基盤の整備 （2）森林の適正管理 （3）森林資源の有効活用
3　水産業の振興 （1）新規就漁者等の担い手の確保 （2）水産物の生産拡大 （3）水産物の消費拡大 （4）魅力ある漁村づくりと環境整備
4　地域ブランドの推進 （1）地域ブランドの活用 （2）地域産品のブランド化　 PJ5   PJ6 （3）６次産業化の推進　 PJ5  PJ6 （4）水産物ブランドの確立
5　中心市街地の賑わいの創出 （1）徳山駅周辺整備事業の推進　 PJ4 （2）徳山駅南側の活性化の促進　 PJ4 （3）魅力ある中心市街地の再生・充実　 PJ4

6　商業の振興 （1）中心市街地商店街活性化の促進　 PJ4 （2）活力ある商業の促進
7　工業･新産業の振興 （1）創業支援の推進　 PJ1   PJ5 （2）地場産業の振興　 PJ5 （3）新事業・新産業の創出　 PJ5
8　企業立地と就業支援の促進 （1）企業立地の促進　 PJ5 （2）就労支援の充実　 PJ1
9　産業基盤の整備 （1）港湾基盤強化の促進　 PJ5 （2）幹線道路網の整備・充実　 PJ5 （3）工業用水の確保　 PJ5
10　観光・コンベンション等による交流の推進 （1）観光交流の促進　 PJ4 （2）コンベンションシティの推進　 PJ4 （3）魅力ある動物園の推進　 PJ4 （4）都市農山漁村交流の推進　 PJ4  PJ6

環境にやさしく快適で利便性の高いまちづくり

8　環境共生

1　新エネルギーの活用と低炭素社会の実現 （1）水素エネルギーの利活用の推進　 PJ5 （2）低炭素社会の構築

2　循環型社会の実現 （1） ごみの発生抑制・再使用・再資源化（3R）の
　 さらなる推進 （2）効率的な廃棄物処理システムの確立等 （3） 循環型社会づくりに向けた環境教育・

　 啓発の推進
3　環境保全の推進 （1） 自然環境の保全と再生 （2） 人づくり・地域づくり （3） ごみのないきれいなまちづくりの推進

最大限の行政力を発揮するまちづくり

9　行政経営

1　市政に参画できる仕組みの充実 （1） 市政情報の発信・個人情報の保護の推進 （2） 広聴活動の拡充 （3） 市民参画機会の拡充 （4） 市民参画評価システムの充実 （5） 市民参画に係る人材養成
2　将来を見据えた行政経営 （1）行財政改革の推進　 PJ7 （2）他の自治体や多様な主体との連携 （3）情報セキュリティの確保

3　持続可能な財政運営 （1）積極的な財源の確保　 PJ7 （2）増加する歳出の抑制 （3）適正な市債の発行・管理 （4）特別会計および企業会計の経営健全化 （5）新地方公会計制度への対応と活用
（6）財政運営の透明性の確保

4　公共施設老朽化への対応 （1）公共施設老朽化への対応　 PJ7

　　　　　は、主要プロジェクトにおける主な取組み（推進施策）


