
施策の体系 2017/7/27

旧番号 施策名 新番号 施策名

第１章　協働により、行財政の効率化を図るまち 第１章　「おせっかい」でつながる心豊かなまち

　　第１節　住民と行政の協働 　　第１節　住民と行政の協働
1-1-1 情報公開、情報提供の充実 1-1-1 協働まちづくりの推進
1-1-2 住民参画のための体制づくり 整理 1-1-2 まちづくり活動の支援
1-1-3 各種団体の活動支援 整理 1-1-3 コミュニティ活動の推進

　　第２節　男女共同参画の推進 　　第２節　情報公開と情報化の推進
1-2-1 男女共同参画に向けた意識づくり 新規 1-2-1 情報提供の充実
1-2-2 あらゆる分野での男女共同参画社会の実現 新規 1-2-2 ICT利活用による利便性の向上
1-2-3 総合相談窓口の設置 新規 1-2-3 情報通信基盤の適正化

　　第３節　行財政の効率化と強化 　　第３節　男女共同参画の推進
1-3-1 持続可能な行財政基盤の確立 1-3-1 男女共同参画社会に向けた基盤づくり
1-3-2 効率的な行財政運営 1-3-2 あらゆる分野での女性の活躍と男女共同参画社会の実現
1-3-3 時代に即した組織と人材育成
1-3-4 広域行政の推進 　　第４節　健全な行財政運営の確保

1-4-1 健全な財政運営
新規 1-4-2 行政改革の推進
新規 1-4-3 公共施設マネジメントの推進

1-4-4 広域連携の推進

第２章　共に支えあう、健やかなまち 第２章　世代を超え楽しく安心して暮らしやすいまち

　　第１節　生涯を通じた健康づくり施策の拡充 　　第１節　生涯を通じた健康づくり施策の拡充
2-1-1 生活習慣病予防対策の充実 2-1-1 生活習慣病予防対策の充実
2-1-2 心の健康づくり対策の充実 2-1-2 心の健康づくり対策の充実
2-1-3 健康づくり支援対策の充実 2-1-3 健康づくり支援対策の充実

　　第２節　福祉施策の拡充 　　第２節　福祉施策の拡充

2-2-1 共に生きる社会づくり 2-2-1 共に生きる社会づくり
2-2-2 地域福祉の充実 2-2-2 地域福祉の充実
2-2-3 高齢者福祉の充実 2-2-3 高齢者福祉の充実
2-2-4 障害者福祉の充実 2-2-4 障害者福祉の充実

　　第３節　医療体制の整備 　　第３節　医療体制の整備
2-3-1 新病院における医療機能の充実 2-3-1 伊万里有田共立病院における医療機能の充実
2-3-2 地域医療機関との機能分担と連携 新規 2-3-2 災害医療体制の充実
2-3-3 医療情報の発信 2-3-3 地域医療機関との機能分担と連携

2-3-4 医療情報の発信
新規 2-3-5 福祉・介護との連携

　　第４節　子育て支援の充実 　　第４節　少子化対策と子育て支援の充実
2-4-1 安心して妊娠・出産ができる環境づくりと子どもの健康づくり 新規 2-4-1 若い世代が結婚できる環境づくり
2-4-2 地域で支える子育て支援の充実 2-4-2 安心して妊娠・出産ができる環境づくりと子どもの健康づくり
2-4-3 仕事と子育ての両立支援 2-4-3 地域で支える子育て支援の充実
2-4-4 安心・安全な環境の整備 2-4-4 仕事と子育ての両立支援
2-4-5 生活基盤の支援 2-4-5 安心・安全な環境の整備

2-4-6 生活基盤の支援

第３章　安心・安全な、安らぎに満ちたまち 第３章　安全安心で自然と共存できるクリーンなまち

　　第１節　資源循環型社会の構築 　　第１節　生活環境の整備と充実
3-1-1 広報・啓発活動の推進 整理 3-1-1 循環型社会の構築
3-1-2 廃棄物の抑制、再利用、再資源化 3-1-2 安全で安心な水道水の供給
3-1-3 新エネルギービジョンなどの推進 3-1-3 生活排水などの処理
3-1-4 廃棄物の不法投棄監視対策 3-1-4 公園・緑地の維持

整理 3-1-5 住宅整備と定住化の推進

　　第２節　道路交通体系の整備 　　第２節　道路交通体系の整備
3-2-1 効率的・計画的な道路網の整備 3-2-1 効率的・計画的な道路網の整備
3-2-2 住民と行政の協働による道路維持管理 3-2-2 住民と行政の協働による道路維持管理
3-2-3 計画的な橋梁の整備 3-2-3 計画的な道路・橋梁の整備
3-2-4 総合的な公共交通体系の整備 3-2-4 総合的な公共交通体系の整備

　　第３節　生活環境の充実と整備 　　第３節　消防・防災・防犯体制の充実
3-3-1 安全で安心な水道水の供給 3-3-1 防災体制の充実
3-3-2 生活排水などの処理 3-3-2 消防・救急体制の確立
3-3-3 公園・緑地の維持 3-3-3 防犯体制の充実
3-3-4 土地利用計画の策定 整理 3-3-4 交通安全対策の充実
3-3-5 定住促進 整理

　　第４節　消防・防災・防犯体制などの充実
3-4-1 防災体制の充実
3-4-2 消防・救急体制の確立
3-4-3 防犯体制の充実
3-4-4 交通安全対策の充実

これまでの実施施策分野 第2次計画の実施施策分野
区分

資料１－１
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これまでの実施施策分野 第2次計画の実施施策分野
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第４章　伝統を生かした、活力ある産業を創る交流のまち 第４章　食と器で人が集まりつながるまち

　　第１節　商工業の振興 　　第１節　商工業の振興
4-1-1 地場産業の振興 4-1-1 地場産業の振興
4-1-2 日本磁器誕生・有田焼創業400年事業の推進 4-1-2 新産業の創出
4-1-3 新産業の創出 整理 4-1-3 国際交流を通した地域振興

　　第２節　農林業の振興 　　第２節　農林業の振興
4-2-1 高収益農業の振興と農林業生産基盤の充実 4-2-1 高収益農業の振興と農林業生産基盤の充実
4-2-2 担い手の確保・育成 4-2-2 担い手の確保・育成
4-2-3 消費者との交流 4-2-3 農業の魅力アップ

　　第３節　観光の振興 　　第３節　観光の振興
4-3-1 新観光ルートの開発、新企画提案 4-3-1 観光資源を活かした魅力づくり
4-3-2 組織体制の整備及び受け入れ体制の充実 4-3-2 おもてなしを実践する基盤整備
4-3-3 観光宣伝・情報発信の充実 4-3-3 効果的な情報発信

第５章　ゆとりある心が育つ結いのまち 第５章　みんなで共に学び共に楽しみ紡ぎ合うまち

　　第１節　学校教育・幼児教育の充実 　　第１節　学校教育・幼児教育の充実
5-1-1 幼・保・小連携の充実と環境の整備 整理 5-1-1 学びの連続性の重視
5-1-2 教育内容の充実 5-1-2 教育内容の充実
5-1-3 「心の教育」「命の教育」の推進 5-1-3 心の教育と命の教育の推進
5-1-4 学校・家庭・地域などとの連携事業 5-1-4 特別支援教育の充実
5-1-5 特別支援教育の充実 5-1-5 教育環境の整備
5-1-6 教育環境の整備 5-1-6 家庭との連携
5-1-7 奨学資金、育英事業の充実 5-1-7 不登校児童生徒対策

　　第２節　伝統文化の保護、地域文化の育成 整理統合 　　第２節　輝いた人生を送る文化・スポーツの推進
5-2-1 組織体制の整備 5-2-1 生涯学習・生涯スポーツの推進体制の充実
5-2-2 文化のまちづくりのための方策 5-2-2 特色ある多様な学習プログラムの策定

5-2-3 関係機関・関係施設との連携
5-2-4 施設整備の充実・有効活用
5-2-5 学校や地域・家庭との協働・連携
5-2-6 文化のまちづくりのための方策

　　第３節　文化財や伝統的建造物群の保護と保存 　　第３節　文化財や伝統的建造物群の保護と保存・活用
5-3-1 文化遺産調査と研究 5-3-1 文化遺産調査と研究
5-3-2 文化財の保護と活用 5-3-2 文化財の保護と活用

　　第４節　生涯学習・生涯スポーツの推進

5-4-1 推進体制の充実
5-4-2 特色のある多様な学習プログラムの策定
5-4-3 関係機関・関係施設との連携
5-4-4 施設整備の充実・有効活用

　　第５節　地域づくりのための人材育成 「第1章」へ

5-5-1 積極的な人材発掘体制の整備
5-5-2 社会活動への積極的な参画意識づくり
5-5-3 次代の人材育成
5-5-4 国際交流による人材育成

　　第６節　コミュニティの育成と支援 「第1章」へ

5-6-1 コミュニティ意識の醸成
5-6-2 コミュニティ活動の促進
5-6-3 コミュニティ施設の整備


