
政策 Ｎｏ. 施策 基本事業
基本目標
（政策）

基本的な取り組み
（基本事業）

計画に沿った土地利用の誘導 （1）地場産業の育成・支援
地域の特性を活かした拠点地区の形成と相互連携 （2）新たな雇用創出
住宅地の整備や良質な住まいづくりの促進 （3）地域の特産品の販路拡大
居住周辺環境の整備保全と環境衛生の充実 （4）モノづくり人材等の確保・流出防止
地域での環境意識の醸成 （1）経営の安定化と担い手育成支援
安全な水道水の供給 （2）有明海の漁場の保全及び生産基盤の充実
適切な水道事業運営・安定した経営 （3）特産品開発・組織の育成
水道施設の整備 （1）地域資源・歴史資源の活用
下水道環境の整備 （2）道路網を生かした新たな交流人口の拡大
下水道の加入及び水洗化の向上 （3）小城市の特色を活かしたＰＲ活動の推進
安定した下水道事業の運営及び経営 （1）移住・定住希望者に対する相談窓口機能の強化
ごみ減量化の推進 （2）学生の定住促進
分別意識の向上とリサイクルの推進 （3）若者・子育て世代等の定住促進
ごみ処理体制の充実 （4）空き家等や公的不動産等の既存ストックの活用等
幹線道路の適切な維持管理 （1）出会いをかなえるための支援
国・県道へ接続する道路交通網の整備・充実 （2）「産みたい」をかなえるための支援
地域公共交通の利用促進 （3）子育てしながら働くことをかなえるための支援
交通安全に関する講習・啓発の推進 （4）地域ぐるみで子育てする環境づくり
交通安全の環境整備 （5）妊娠・出産・育児期まで切れ目のない支援
自然環境保全の啓発 （1）「学ぶ楽しさ」を育むＩＣＴ利活用の推進
自然環境保全活動の推進 （2）キャリア教育の充実と体験型学習の推進
歴史、文化・芸術に関する情報の提供と施設の活用 （3）「地域を愛する心」を育む教育の推進
伝統芸能の継承 （1）「健康」を核としたまちづくりの推進
文化財の適正な保存 （2）防災体制・防災活動拠点の強化
地域資源磨きによる健康の拠点づくり （3）コンパクトシティ・プラス・ネットワークによるまちづくり
健康づくりの推進 （1）高齢者を元気にするしくみづくり

ライフステージに応じたスポーツの推進と施設の充実
（2）ＣＳＯ活動の活性化及び市民協働による地域の課題解
決に向けた取り組みの実現

疾病予防対策の推進 （3）次世代へ伝統芸能の伝承と文化芸術活動の推進
健康診断・がん検診・健康相談の実施
地域医療の充実
生涯学習環境・活動の充実
生涯学習の地域への還元

地域福祉の情報提供と相談支援体制の充実

生活保護制度の適切な運営 基本目標 Ｎｏ. 施策 基本事業
地域住民による見守り体制の充実 農業基盤整備の推進と経営の安定強化
国民皆保険の維持 就農者に対する支援
介護予防・生活支援の充実 森林環境の保全の推進
生きがいづくりの促進 漁業生産基盤の充実
在宅障がい者への生活支援の充実 担い手の育成と支援
就労支援の充実 優良企業の立地の促進
障がい者の地域活動支援 商品のＰＲの強化
じんけん教育・啓発の推進 関係団体と連携した経営支援
人権相談の充実 商店街の活性化
男女共同参画に対する理解の促進 1-1 移住・定住の推進 住宅地の整備や良質な住まいづくりの促進
男女共同参画に対する理解の促進 幹線道路の適切な維持管理
子育て関連情報の提供と相談支援体制の充実 国・県道へ接続する道路交通網の整備・充実
子どもの安全な環境づくりの推進 地域公共交通の利用促進
施設・設備環境の整備 広報媒体を使った情報提供の充実
学校教育の推進 情報管理の推進
子どもたちの体づくり 観光スポット・イベントのＰＲ
相談・支援体制の充実 観光資源の磨き上げ
幼児教育・保育の推進 関係団体との連携
青少年健全育成環境づくり 子育て関連情報の提供と相談支援体制の充実
青少年のための地域活動の推進 子どもの安全な環境づくりの推進
農業基盤整備の推進と経営の安定強化 施設・設備環境の整備
就農者に対する支援 学校教育の推進
森林環境の保全の推進 子どもたちの体づくり
漁業生産基盤の充実 相談・支援体制の充実
担い手の育成と支援 幼児教育・保育の推進
優良企業の立地の促進 青少年健全育成環境づくり
商品のＰＲの強化 青少年のための地域活動の推進
関係団体と連携した経営支援 計画に沿った土地利用の誘導
商店街の活性化 地域の特性を活かした拠点地区の形成と相互連携
国際交流推進のための環境づくり 住宅地の整備や良質な住まいづくりの促進
地域間交流の促進 歴史、文化・芸術に関する情報の提供と施設の活用
まちづくり活動への市民参画の促進 伝統芸能の継承
市民活動団体の活性化 文化財の適正な保存
地域の自治機能向上の推進 地域資源磨きによる健康の拠点づくり
広報媒体を使った情報提供の充実 健康づくりの推進
情報管理の推進 ライフステージに応じたスポーツの推進と施設の充実
観光スポット・イベントのＰＲ 生涯学習環境・活動の充実
観光資源の磨き上げ 生涯学習の地域への還元
関係団体との連携 介護予防・生活支援の充実
自主防災組織の充実 生きがいづくりの促進
防災意識の啓発推進 まちづくり活動への市民参画の促進
危機管理対策の充実 市民活動団体の活性化
犯罪防止の環境整備 地域の自治機能向上の推進
防犯意識の普及・啓発 自主防災組織の充実
消費生活の啓発・相談 防災意識の啓発推進

危機管理対策の充実

第２期総合戦略（R2～7年度）の体系

国の第２期総合戦略の視点を盛り込むよう今後検討予定

現総合戦略（Ｈ27～Ｈ31年度）の体系

健康づくりと生涯スポーツの充実

高齢者福祉・介護の充実

協働によるまちづくりの推進

防災・減災体制の充実

Ⅲ
「“子は宝”を育む小城づくり」

～若い世代の結婚・出産・
子育ての希望をかなえる～

青少年の健全育成

6-2

6-3

1-1

3-2

4-1

5-2

8-2

10-1

Ⅳ
「地域を磨く小城づくり」

～時代に合った地域をつくり、安心な暮
らしを守る～

Ⅳ
「地域を磨く小城づくり」

～時代に合った地域をつくり、安心な暮
らしを守る～

農林業の振興

Ⅰ
「しごとができる小城づくり」

～安心して働けるようにする～

計画的な土地利用の推進と効率的な都市づくり

歴史の継承、文化・芸術の振興

Ⅲ
「“子は宝”を育む小城づくり」
～若い世代の結婚・出産・
子育ての希望をかなえる～

水産業の振興

商工業の振興

情報発信の充実

観光の振興

子育て支援の充実

学校教育、幼児教育・保育の充実

7-1

7-2

7-3

9-1

9-2

6-1

1.結婚・出産や子育てに希望を持てる社会の実現

2.小城市で教育を受けたくなる学校教育の充実

1.地域に誇りをもち「住み続けたい」と思えるまちづくりの推進

2.つながり支えあう地域の絆づくりの推進

2-1 道路の保全と交通網の充実

政策７
地域の資源を活
かし 企業も市民

も元気なまち

7-1 農林業の振興

7-2

5-5 男女共同参画の推進

政策6
子どもが自分ら
しく 笑顔で育っ
ていけるまち

6-1 子育て支援の充実

6-2 学校教育、幼児教育・保育の充実

6-3 青少年の健全育成

政策５
みんなでささえ
あう やさしいま

ち

5-2 高齢者福祉・介護の充実

5-3 障がい者福祉の充実

政策10
ひとりひとりの力
を合わせて防

犯・防災 安心し
て暮らせるまち

10-1 防災・減災体制の充実

10-2 防犯体制の充実

政策８
幅広い交流を深
め にぎわいの

あるまち

8-1 多様な文化の理解と地域間交流の推進

8-2 協働によるまちづくりの推進

政策９
市民みんなが観
光ガイド！ひと
がひとを呼ぶま

ち

9-1 情報発信の充実

9-2 観光の振興

5-4 じんけん尊重社会の確立

5-1

第２次総合計画（H29～R7年度）の体系

政策１
住みたい！と思
う 笑顔が集まる

キレイなまち

1-1 計画的な土地利用の推進と効率的な都市づくり

1-2 居住環境の充実

Ⅰ
「しごとができる小城づくり」
～安心して働けるようにする～

Ⅱ
「ひとを呼ぶ小城づくり」

～新しい人の流れをつくる～

1.地域経済の育成・支援

（施策）

2.小城市の特色を生かした農水産業の振興

1.交流人口の増加を目指して

2.「学生や若者・子育て世代が住む」魅力的で活力ある小城市

1-3 水道水の安全・安定供給

1-4 下水処理の充実

1-5 循環型社会の形成

Ⅱ
「ひとを呼ぶ小城づくり」

～新しい人の流れをつくる～

政策２
安全に みんな
が行き交うまち

2-1 道路の保全と交通網の充実

2-2 交通安全対策の充実

政策３
歴史、文化と歩
んでいく 自然豊

かなまち

4-3 生涯学習の充実

保健・医療の充実

4-3 生涯学習の充実

地域福祉の充実

自然環境の保全

3-2 歴史の継承、文化・芸術の振興

政策４
みんなが健やか
で 生きがいを感

じるまち

4-1 健康づくりと生涯スポーツの充実

4-2

3-1

水産業の振興

7-3 商工業の振興
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「４基本目標」の枠組みは維持 
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「４基本目標」の枠組みは維持 

資料６ 


