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滋賀県「滋賀県基本構想実施計画（第１期）」施策一覧
柱

政策

施策
施策番号
1 健康増進に向けたいきいきとした暮らしの推進

（１）生涯を通じた健康づくり

2 病気の予防と健康管理の充実
3 効率的かつ質の高い医療提供体制の構築
（２）本人の暮らしを真ん中においた医療福祉の推進

4 高齢者の暮らしを支える体制づくり
5 滋賀の医療福祉を支える人材の確保・定着・育成
6 スポーツで元気な地域づくり

（３）文化やスポーツを通じた元気な地域づくり

7 文化力を高め、発信することによる元気な地域づくり

人

8 子どもを生み育てやすい環境づくり
（４）子どもを安心して生み育て、子どもの健やかな育
ちを支える社会づくり

9 子ども・若者を社会全体で応援
10 困難な課題を有する子ども・若者を支える

（５）子どもがたくましくしなやかに生きる力を身に付
けるための教育
（６）誰もが働き、活躍できる柔軟で多様なライフコー
ス

（１）成長市場・分野を意識した産業創出・転換

11 子ども一人ひとりの個性を大切にし、生きる力を育む
12 誰もが活躍できる多様な働き方の推進
13 学び直しや再挑戦しやすい環境づくり
14

先端技術等を活用した新たな市場展開や交流によるイノベーショ
ンの創出

15 滋賀ならではの特色を生かした観光の創造
経
済

（２）人材確保と経営の強化

16 人材の確保・定着
17 経営の強化・事業承継
18 担い手の確保・育成と経営体質の強化

（３）生産性の向上や高付加価値化等による力強い農林
水産業の確立

19 マーケットインの視点による農林水産業の展開
20 農林水産物のブランド力向上

（１）生活や産業を支える強靭な社会インフラの整備、
維持管理
（２）コンパクトで移動や交流しやすい交通まちづくり

21 生活や産業を支える強靭な社会インフラの整備、維持管理
22 超スマート社会を支える環境づくり
23 暮らしやすいコンパクトなまちづくり
24 地域を支える新たな公共交通の仕組みづくり
25 地域コミュニティを支える人材の育成等

社
会

（３）暮らしを支える地域づくり
26

地域コミュニティの維持・活性化に向けた移住促進と空き家の発
生予防、利活用の促進

27 災害に強い地域づくり
（４）安全・安心の社会づくり

28 犯罪の少ない安全・安心な地域づくり
29 交通事故の少ない安全・安心な地域づくり

（５）農山漁村の持つ多面的価値の次世代への継承

30 農山漁村の持つ多面的価値の次世代への継承

（６）多様性を認め、互いに支え合う共生社会の実現

31 誰もがその人らしく、居場所があり活躍できる共生社会の実現

（１）琵琶湖をとりまく環境の保全再生と自然の恵み

32 琵琶湖の保全再生と活用
33 生物多様性の確保、森林の多様的機能の発揮

環
境

（２）気候変動への対応と環境負荷の低減

34 気候変動への対応
35 環境負荷の低減

（３）持続可能な社会を支える学びと暮らしの定着、国
際的な協調と協力

36 環境学習等の推進
37 調査研究・技術開発の推進、国際的な協調と協力

1

大津市「大津市総合計画 第2期実行計画 2021～2024」施策一覧
方針
番号

基本方針

政策
番号

基本政策

施策
番号

施策

1 子ども・子育て支援の充実
1

1

子
魅ど
力も
あか
ふら
れ高
る齢
ま者
ちま
をで
創が
り輝
まい
すて

子どもの未来が
輝くまちにします

2 子どもを守る仕組みの充実
3 子どもの教育の充実
4 高齢者の福祉・介護の充実

2

心豊かに暮らせる、
福祉が充実したまちにします

5 障害者の福祉の充実
6 安定した社会保障制度の運営
7 健康増進と地域医療の充実

3

生き生きと健康に
過ごせるまちにします

8 保健衛生の確保
9 生涯学習の推進

、
10 青少年の健全育成
4

、

重自
視然
し
歴
多史
創く
りの文
ま人化
すが
集ス
うポ
ま
ちツ
をを
、

、

6

、

2

5

7

つながりを大切にし、
ともに支えあうまちにします

12 人権及び平和意識の高揚と男女共同参画の推進

インバウンド観光で人が集い、
にぎわうまちにします

13 観光の振興

自然豊かな景観を守り育て、
自然と共生するまちにします

15 自然環境の保全

悠久の歴史と文化を大切にし、
次代に継承します

17 歴史・文化遺産の保全・発信

スポーツと文化で、
生き生きと楽しむまちにします

19 スポーツの普及・振興

ー
8

11 協働のまちづくりの推進

14 多文化共生・国際交流の推進

16 環境教育の推進

18 古都にふさわしい景観づくり

20 文化・芸術に親しめる環境づくり
21 災害に強いまちづくりの推進

9

安心、安全に暮らすことの
できるまちにします

安
心

23 消防・救急体制の充実
24 ライフラインの確保

、

3

活
快
力
適
の
に
あ
住
る
み
ま
続
ち
け
を
る
創
こ
り
と
ま
の
す
で
き
る

22 防犯力の向上と生活安全の推進

25 都心エリアの再生と地域形成
10

コンパクトで質の高い
持続可能なまちにします

26 交通ネットワークの充実
27 住環境の整備
28 商工業の振興

11

経済が活性化し、
元気なまちにします

29 農林水産業の活性化
30 就労支援と働き方の見直し

12

再生可能エネルギーの活用とごみの適
正処理でクリーンなまちにします

31 地球温暖化対策の推進
32 循環型社会形成の推進
33 社会状況の変化に対応した持続可能な都市経営

徹底した行財政改革を進め、
13
確かな都市経営を進めます

34 公共施設マネジメントの推進
35 開かれた市政の推進

2

彦根市「彦根市総合計画 後期基本計画」施策一覧
基本政策

施策
施策番号
1 適切な土地利用の推進

（１）計画的な土地利用
2 市街地の整備
3 景観形成の推進
4 住宅対策の推進
都
市
基
盤
・
環
境

（２）都市環境基盤の整備

5 公園緑地の整備
6 上水道の充実
7 下水道の整備
8 道路の整備

（３）総合的な交通体系の確立
9 公共交通ネットワークの整備
10 生活環境・自然環境の保全と創出
（４）環境保全型社会の構築

11 低炭素社会の構築
12 資源循環型社会の構築

文文
化化
財・

（１）文化・芸術の振興

13 文化・芸術の振興

（２）歴史まちづくりの推進

14 歴史まちづくりの推進

（３）文化財の保存と活用

15 文化財の保存と活用

（１）人権尊重のまちづくりの推進

16 人権尊重のまちづくりの推進

（２）男女共同参画社会の推進

17 男女共同参画社会の推進

（３）多文化共生のまちづくりの推進

18 多文化共生のまちづくりの推進
19 支え合いのまちづくりの推進
20 障害者(児)福祉の推進

（４）支え合い社会の推進
人
権
・
福
祉
・
安
全

21 高齢者支援の推進
22 生活支援体制の充実
23 医療保険事業の充実
24 健康づくりの推進

（５）保健・医療の充実
25 地域医療体制の整備充実
26 河川整備・砂防対策の推進
27 消防体制の充実
28 危機管理対策の推進
（６）安全で安心できる生活環境の確保

29 地域安全対策の推進
30 交通安全対策の推進
31 バリアフリーの推進
32 消費者保護対策の推進

3

基本政策

施策
施策番号
33 生涯学習の推進

（１）生涯学習･生涯スポーツの充実

34 社会教育の推進
35 生涯スポーツの推進

生
涯
学
習
・
産
業

36 農業の振興
37 林業の振興
（２）活力ある地域産業の振興

38 水産業の振興
39 工業の振興
40 商業サービス業の振興

（３）魅力ある交流の場の創出

41 観光の振興

（４）雇用の促進と勤労者福祉の充実

42 雇用の促進と勤労者福祉の充実
43 子ども家庭支援の推進

次
世
代
育
成
・
市
民
交
流

44 乳幼児の保育・教育の推進
（１）次世代育成支援対策の推進
45 小学校・中学校教育の充実
46 青少年健全育成の推進
47 コミュニティ活動の促進
（２）市民交流の促進

48 国際交流の推進
49 高等教育機関等との連携

基
た推
本
め進
政
にの
策

（１）広域連携の推進

50 広域連携の推進

（２）持続可能な行財政運営

51 持続可能な行財政運営

4

長浜市「長浜市総合計画 基本計画」施策一覧
政策

施策
施策番号
1 人権尊重の社会づくりの推進
2 男女共同参画の推進
3 多文化共生による地域づくりの促進

市民・自治

4 国際交流活動の推進
5 市民組織・団体の活動支援
6 自治会組織の維持
7 市政参画の促進
8 地域見守り活動の推進
9 家庭教育の促進
10 地域とともに進めるよりよい学校づくりの推進
11 確かな学力の向上
12 教職員の資質の向上
13 安全・安心な学校づくり
14 豊かな心の育成

教育・文化

15 大学等との連携の推進
16 相談体制の充実
17 質の高い就学前教育の推進
18 生涯学習の推進
19 図書館サービスの向上
20 文化・芸術の創造と振興
21 スポーツ活動の推進
22 青少年の地域活動参加の促進
23 子どもの見守り活動の充実
24 子育て支援ネットワークの整備
25 子どもの虐待を防ぐ地域づくり
26 子育て環境の充実
27 子どもの遊び・体験機会づくり
28 保育所機能の充実
29 結婚支援の推進
30 母子保健・医療サービスの充実
31 子育てにかかる経済的負担の軽減
32 高齢者の社会参加の促進
33 高齢者サービス供給体制の整備
34 活力ある地域社会づくりの促進

健康・福祉

35 高齢者の自立を支援するサービスの充実と多様な主体による介護予防の推進
36 認知症高齢者への支援の充実
37 「やさしいまち長浜」の実現に向けた体制強化
38 地域生活の支援と活動支援の充実
39 子どもの発達支援と教育・医療・保健・福祉の連携強化
40 住みよい住宅環境の改善の推進
41 社会保障制度の健全な運営と市民理解の促進
42 自立支援の充実
43 健康づくりの推進
44 健康づくりを支援する地域づくり
45 地域福祉を担う人材・団体の育成
46 地域医療の確保
47 地域医療体制の確立

5

政策

施策
施策番号
48 「長浜スタイル」で拓くグローカル産業都市の創造
49 持続できる農業経営への支援
50 環境こだわり農業の推進
51 森林整備と林業の活性化
52 鳥獣害対策の推進
53 就労機会の拡充
54 企業誘致の推進
55 小谷城スマートインターチェンジ周辺を核とする新産業の創出

産業・交流

56 大学等研究機関との連携
57 歴史文化の活用
58 文化財の保護
59 良好な景観の形成
60 移住者受入の環境づくり
61 市域一体となった交流事業の促進
62 宿泊・滞在型観光の推進
63 地域魅力の情報発信の強化
64 地域資源を生かした集客交流の展開
65 防犯環境の向上
66 防犯活動の強化
67 消費者保護の推進

安心・安全

68 交通安全対策の充実
69 危機管理体制の強化
70 市民消防・防災の強化
71 消防・防災施設の維持更新
72 緊急時に備えた体制整備
73 総合的な地球温暖化対策の推進
74 再生可能エネルギーの利活用の推進
75 ごみ減量化と資源循環の仕組みづくり
76 不法投棄対策の強化
77 公害の未然防止
78 自然環境保全の推進
79 市民・事業者・各種団体との協働・連携
80 みどりの確保と公園の整備

環境・都市

81 安全安心で魅力ある居住環境づくり
82 鉄道の利用促進と利便性の向上
83 バス交通の利用促進と利便性の向上
84 中心市街地の活性化
85 市北部地域の活性化
86 総合的・計画的な土地利用の促進
87 道路等の整備
88 橋梁修繕の推進
89 下水道の整備
90 地域情報化の推進
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草津市「第6次草津市総合計画 第1期基本計画(2021-2024)」施策一覧
目標
番号

「
」

こ
こ
ろ
1

施策

方針
基本目標

番号

基本方針

1

人権の尊重

2

男女共同参画社会の構築

3

子どもの生きる力を育む教育の推進

4

学校の教育力の向上

番号

施策

1 人権文化の醸成
2 人権の擁護
3 男女共同参画社会の推進
4 女性の活躍推進
5 豊かな心と健やかな体の育成
6 確かな学力の育成
7 教職員の指導力の向上
8 学校経営の充実
9 教育環境の充実

を
育
む
ま
ち

5

生涯学習の推進

6

スポーツの充実

10 家庭・地域での学びの充実
11 生涯学習機会の充実
12 スポーツ活動の推進
13 スポーツ環境の充実
14 第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会の推進
15 文化財の調査と保護の推進

7

文化財の保存と活用

8

文化・芸術の振興

18 文化・芸術活動の推進

9

市民自治の確立

19 市民自治の確立のための環境整備

10

基礎的コミュニティの活性化

20 基礎的コミュニティ活動の支援

11

市民公益活動の促進

21 市民公益活動の支援

12

多文化共生社会の構築

22 多文化共生の推進

13

「地域力」のあるまちづくり

14

福祉の総合的な相談・支援の充実

15

市民の健康づくり

16

医療保険制度の適正運用

16 歴史資産を活かしたまちづくり
17 歴史文化に親しむ機会の創出

23 地域福祉の担い手の育成と活躍の促進
24 地域福祉を支えるネットワークづくり
25 セーフティネットの充実
26 福祉の総合相談窓口の充実
27 市民の健康づくり支援
28 疫病予防対策の強化
29 国民健康保険制度の運用
30 後期高齢者医療制度の運用
31 福祉医療費の助成

「

32 子育て総合相談窓口の充実
17

笑
顔

切れ目のない子育て支援

34 子ども・子育て支援、ネットワークの充実

」

2

輝
く
ま
ち

33 母子保健サービスの充実

18

就学前教育・保育の充実

35 質の高い就学前教育・保育の提供
36 就学前教育・保育施設の定員確保
37 児童虐待の防止と早期発見・早期対応
38 ひとり親家庭や経済的困窮家庭等への支援の充実

19

安心して子育てができる環境づくり

39 発達障害児等への支援の充実
40 児童育成クラブの充実
41 子育てに伴う経済的負担の軽減

20

子ども・若者の育成支援

21

いきいきとした高齢社会の実現

42 子ども・若者が社会生活を円滑に育むための支援の推進
43 青少年健全育成の推進
44 高齢者の生きがいづくり・社会参加の促進
45 高齢者の健康づくり・介護予防の推進
46 地域包括ケアシステムの深化・推進

22

あんしんできる高齢期の生活への支援

47 認知症施策の推進
48 介護サービスの充実
49 介護保険制度の適正運用
50 障害のある人の暮らしを支えるサービス基盤の充実

23

共に生きる社会の推進

24

自助・共助による防災対策の充実

25

災害に強いまちづくり

26

治水対策の推進

51 障害と障害のある人への理解促進と尊厳の保持
52 福祉のまちづくりの推進
53 自主防災体制の確立と市民意識の高揚
54 消防体制・基盤の充実
55 地域防災体制・基盤の強化
56 河川・排水路の整備
57 公共下水道雨水幹線の整備

7

目標
番号

施策

方針
基本目標

番号

基本方針

番号

施策

58 市民相談業務の充実
27

暮らしの安心の確保

59 消費者の自立支援・消費者教育の推進と消費者団体の育成
60 生活衛生の向上

28

犯罪のないまちづくり

29

良好な環境の保全と創出

61 自主防犯活動の展開
62 防犯設備の維持・整備
63 自然環境の保全

「

65 環境学習の拡充

」

暮
ら
し
3

64 環境汚染、環境負荷対策の促進

30

脱炭素社会への転換

31

資源循環型社会の構築

66 様々な主体の自主的な取組の支援とネットワークの拡充
67 省エネルギー対策・再生可能エネルギー利用等の推進
68 ごみの発生抑制・再使用・資源化の推進

支
え
る
ま
ち

69 ごみの適正処理
70 環境美化の推進

32

公共交通ネットワークの構築

33

交通安全対策の推進

71 公共交通ネットワークの充実
72 鉄道駅周辺での自転車利用環境の整備
73 交通安全意識の高揚
74 広域主要幹線道路等の整備促進
75 幹線道路の整備

34

安全・安心な道路の整備

76 生活道路の整備
77 歩道・自転車道等の整備
78 道理施設の長寿命化と維持管理
79 バリアフリー化の促進

35

水の安定供給

36

下水道の安定運営

37

農業の振興

80 上水道施設の更新・災害対策と維持管理
81 上水道事業の健全経営
82 下水道施設の更新・災害対策と維持管理
83 下水道事業の健全経営
84 農業経営の強化
85 農地の保全・管理
86 地場産物の需要・販路拡大
87 漁業環境の保全・確保

38

水産業の振興

39

中心市街地の活性化

89 中心市街地のにぎわいの創出

40

商業の振興

90 地域商業の活性化

41

工業の振興

42

観光の振興

94 地域観光の活性化

43

勤労者福祉の向上

95 勤労者への支援

44

都市と住環境の質・魅力向上

88 漁業・水産資源の多面的利活用の促進

91 中小企業等への支援
「
」

魅
力
4

92 企業の立地促進
93 新産業の創出と創業・第二創業等の支援

96 土地利用の適切な誘導

あ
ふ
れ
る
ま
ち

97 良質な住宅資産の形成
98 空き家等の対策の推進
99 にぎわいのある市街地の形成

45

まちなかの魅力向上と地域再生の推進

46

良好な景観の保全と創出

47

ガーデンシティの推進

48

草津川跡地の空間整備

49

まちづくり情報の提供の充実

50

多様な連携・交流の展開

51

市民から信頼される市政運営

52

職員力の向上

113 職員の資質向上

53

行政事務の効率化と最適な行政サービスの実
現

114 行政改革の推進

100 地域の特性と資源を活かした地域再生の推進
101 自然的・歴史的景観の保全と活用、都市景観の形成
102 公園・緑地の整備
103 公園・緑地の活用
104 まちなみ緑化の推進

「

106 まちづくり情報の提供
107 行政情報の提供
108 産学公民の連携によるまちづくりの展開
109 都市間交流の促進
110 健全な財政運営の維持
111 市有財産の適正な維持管理・更新
112 情報提供・情報公開の推進

」

5

未
責来
任
へ
の

105 草津川跡地の整備

115 広域連携の推進

8

甲賀市「第２次甲賀市総合計画（第2期基本計画）」施策一覧
番号
７つのチャレンジ
分野
１ 誰もが主役となり、持続

１

市民自治

可能なまちとなる

施策

①自治振興会活動の促進
②市民活動ネットワークの促進

２

市民共生

③人権教育、啓発の推進
④多文化共生の推進
⑤人権に関する相談、支援の充実

３

男女共同参画

⑥男女共同参画社会づくりの推進

４

シティセールス

⑦シティセールスの展開
⑧広報力・情報発信の強化

２ 人と文化 を未来につな

５

ぐ

環境・資源・

⑨自然環境の保護、活用

エネルギー

⑩生活環境の保全
⑪資源、エネルギーの有効活用の推進
⑫廃棄物の適正処理

６

歴史・文化財・ ⑬文化財等の調査と保護
景観

⑭文化財等の活用
⑮景観の保全と創造

７

生涯学習・

⑯生涯学習環境の充実

文化・スポーツ

⑰文化、芸術の振興
⑱スポーツの振興

３ 住み慣れ た地域での暮

８

地域福祉

らしを守る

⑲長寿、生きがいづくり
⑳障がい福祉の充実
㉑地域共生社会の実現
㉒セーフティネットの充実

９

保健・医療

㉓健康寿命の延伸
㉔疾病予防、早期対策の推進
㉕地域医療体制の確保
㉖保険制度の適正運用

１０ 住まい・生活

㉗良質な住宅資産の形成と活用
㉘公営住宅の整備、維持管理
㉙上下水道事業の健全運営
㉚公園の整備、維持管理

１１ 安全・防災

㉛安全、安心対策の強化
㉜地域防災体制、基盤の強化
㉝消防体制、基盤の充実
㉞治水、砂防の推進

9

７つのチャレンジ
４

番号

分野

施策

地域の「稼ぐ力」を １２ 農林畜水産

㉟農畜水産業の安定経営の確保

高める

㊱地域ブランドの展開
㊲林業の振興
㊳鳥獣害対策の推進
１３ 商工観光

㊴商業の振興
㊵地場産業の振興
㊶工業の振興
㊷観光資源の活用と観光客の誘致

１４ 活躍・雇用

㊸起業、就労支援の促進
㊹女性の活躍
㊺ワーク・ライフ・バランスの推進

１５ 道路・交通

㊻広域幹線道路の活用促進
㊼市道（幹線道路網）の整備
㊽生活道路等の整備と維持管理
㊾地域公共交通網の再編と利便性向上
㊿鉄道利用環境の改善・整備

１６ 都市形成

51 拠点を形成する市街地の整備
○

52土地利用の誘導
○
５

結婚、出産、育児の １７ 子ども・子育て

53産前産後、乳幼児期の安心の確保
○

希望に応える

54 就学前教育、保育の充実
○

55放課後の児童対策の充実
○
56地域の子育て力の向上
○
１８ 学校教育・青少年 ○
57学校教育の充実
58教育環境の充実
○
59青少年の健全育成
○
６

徹底的な行政改革に １９ 行財政

60職員力の向上
○

よる持続可能な自治

61行政サービスの効率化
○

体経営

62公共資産マネジメント
○
63持続可能な財政運営
○

７

市民、事業者等に寄 ２０ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ○
64市民の生命、健康、安全の確保
り添う、きめ細かな

ルス感染症対策

新型コロナウイルス
感染症対策

10

65地域経済の復興
○

東近江市「第２次東近江市総合計画」施策一覧
方針
政策
番号 基本方針 番号
1

基本政策
地域を愛し課題を解決する
人材が育つまち

施策
番号

施策

1 地域の課題解決能力が育つまちをつくります
2 様々な家庭の子育てを支援するまちをつくります
3 子育てへの悩みにきめ細かく対応できるまちをつくります

2

子どもが健やかに育つまち
4 子どもが元気に育つ幼児教育・保育が充実したまちをつくります
5

多様化する子育てニーズに対応できる環境が整備されたまちをつくりま
す

6 子どもと大人と地域が共に育つまちをつくります
1

ひ
と

7 子どもが安全で快適な環境のもと学べるまちをつくります
8 子どもが健やかに育つことができるまちをつくります
9 子どもの食を支えるまちをつくります
3

未来を創造するひとをつくるまち
10 生涯にわたり学ぶことができ、学んだことが生かせるまちをつくります
11 気軽にスポーツを楽しめるまちをつくります
12 生涯を通じて図書に親しめるまちをつくります
13 豊かな歴史・文化・伝統を生かすまちをつくります
14 誰もが支え支えられ豊かに暮らせるまちをつくります
15 健康で文化的な生活ができるまちをつくります
16 住み慣れた地域で自立した暮らしができるまちをつくります

4

共に見守り支え合い豊かに
暮らせるまち

17 高齢者がいきいきと暮らせるまちをつくります
18 障害者が笑顔でいきあうまちをつくります
19 発達に障害のある人の個性が大切にされるまちをつくります
20 健やかで心豊かに生活できるまちをつくります
21 質の高い医療を受けられるまちをつくります

2

22 安心して医療を受けられるまちをつくります

く
ら
し

23 戸籍、住民基本台帳等が適切に管理されるまちをつくります
24 一人一人の人権が尊重され、個性や能力が発揮できるまちをつくります
25 暮らしの困りごとを身近に相談できるまちづくりをつくります
5

誰もが輝き快適な生活環境が整うまち
26 資源循環型社会への意識の高いまちをつくります
27 豊かな自然を保全・活用するまちをつくります
28 環境への負担を軽減するまちをつくります
29 交通環境の整ったまちをつくります
30 災害に強く防犯意識の高いまちをつくります

6

共につくり安全に暮らせるまち
31 空家等が適正に管理されるまちをつくります

11

方針
政策
番号 基本方針 番号

基本政策

施策
番号

施策

32 活力と多様性のある農業水産が発展するまちをつくります
33 森林や里山が適切に保全管理され資源を利活用するまちをつくります
34 安定した生産性の高い農業が継続できるまちをつくります
7

活力とにぎわいのあるまち

35 農地の適切な維持と有効利用
36 活発な産業が展開し生き生きと働くことができるまちをつくります
37 元気で魅力ある企業が立地するまちをつくります
38 多彩な魅力を感じ多くの人が訪れるまちをつくります
39 広域的な都市基盤が整ったまちをつくります

3

ま
ち

40 道路・河川が整備されたまちをつくります
41 道路・橋梁・河川が適切に維持管理されたまちをつくります
8

市民の暮らしを支える都市機能が整っ
たまち

42 計画的な土地利用を進め、良好な市街地が形成されたまちをつくります
43 住まいの安全性が確保されたまちをつくります
44 質の高い公共施設があるまちをつくります
45 快適な居住環境を支える公営住宅が整備されたまちをつくります
46 安定的に水道水が供給されるまちをつくります

9

安全安心な上下水道のあるまち

47 水質が保全され快適で衛生的な生活環境があるまちをつくります
48 農村下水道施設が適正に維持管理されたまちをつくります
49 計画的で効果的な行政運営
50 重要施策や大規模プロジェクトの推進

10 戦略的な地域の創生
51 市政情報の効果的な発信
52 市長・副市長の公務の円滑な遂行
53 公正で透明性の高い行政事務の推進
54 職員力組織力の向上
55 健全な財政運営
11 安定した行政経営
4

行
政
経
営

56 公有財産や公用車等の適正な管理
57 公平で透明性の高い契約管理
58 安定的で効率的な情報処理システムの構築
59 公金の適正な管理
60 市民税の公正で適正な課税

12 公平公正な課税と徴収

61 固定資産税の公正で適正な課税
62 公正で適正な税の収納
63 円滑な議会運営と議会の活性化
64 適正な選挙の執行

13 議会・行政委員会
65 正確な行政事務の監査
66 適正な公平委員会の運営

12

