第４次総合計画 後期基本計画 施策体系
章

章名

節番号

節名

施策番号

施策名

1

環境保全の体制の充実

2

地球環境の保全

主なとりくみ
(1) 多様な主体とのネットワークの強化
(2) 環境マネジメントシステムの推進
(1) 地球温暖化対策の推進

1

環境保全の総合的な推進

(2) エネルギー対策の推進
(3) 生態系の保全

2
1

緑地保全の推進

環境共生
3

3

環境に対する意識の向上

4

緑地の保全と活用

5

環境保全対策の推進

6

環境の美化と生活環境の保全

(1) 地域での環境学習の推進
(2) 学校での環境学習の推進
(1) 緑地の指定や公有地化の推進
(2) 緑地の活用と保全活動の推進

快適な生活環境の確保

(1) 環境汚染などの未然防止
(2) 環境調査事業の推進
(1) 環境の美化に対する意識啓発と活動の促進
(2) 良好な生活環境の維持
(3) 不法投棄防止対策の推進
(1) ４Ｒの普及啓発・教育の充実

7
4

ごみの減量化とリサイクルの推進

(2) ごみの発生抑制の推進
(3) 廃棄物のリサイクルの推進

循環型社会の形成

(1) 廃棄物収集体制の効率的な運用
8

廃棄物の適正な処理

(2) 廃棄物処理施設の適正な管理と更新
(3) 廃棄物処理施設の跡地の適切な管理と有効活用

章

章名

節番号

節名

施策番号

施策名

主なとりくみ
(1) 地域福祉の意識啓発

1

福祉の総合的な推進

9

福祉の総合的な推進

(2) 地域福祉活動団体の育成と活動への支援と促進
(3) トータルサポート体制の推進
(4) 権利擁護の推進
(1) 地域と協働した健康づくり活動の推進

10
2

健康づくりの推進

健康づくりの推進と保健・医療の充実

(2) こころと体の健康づくりの意識啓発
(3) 食育の推進
(4) 感染症対策

11

保健予防の充実

12

地域医療体制の充実

13

高齢者の生きがいづくりの推進

(1) 親子の健康の推進
(2) 疾病予防の推進
(1) 診療体制の充実
(1) 高齢者の生きがい活動の充実
(2) 高齢者自らで地域社会を担うための支援
(1) 支援の拠点・ネットワークの充実
(2) 介護予防・生活支援の推進

3

高齢者福祉の充実

14

地域包括ケアの推進

(3) 認知症ケアの向上と認知症を支える地域づくり
(4) 医療と介護の連携の推進
(5) 高齢者が安心して暮らせる環境の整備
(1) 介護保険サービス・福祉サービスの充実

15

介護サービスの充実

(2) 介護サービスの質の向上と人材の確保
(3) 給付の適正化と情報の提供

2

(1) 障害福祉サービスの利用促進

健康福祉
16

障害者の自立支援の促進

(2) 障害者支援の充実
(3) 相談支援体制の充実

4

(1) 障害者の就労の促進

障害者福祉の充実

(2) 障害者の文化・スポーツ活動などの推進
17

障害者の社会参加の促進

(3) 公共施設などのバリアフリー化と
ユニバーサルデザイ ンの推進
(4) 障害への理解を深めるための啓発
(1) 保育施設の整備と保育内容の充実

18

仕事と子育ての両立支援

(2) 基幹型保育所に位置付けた公立保育所の
体制整備
(3) 公立保育所の老朽化対策
(4) 学童保育の充実

5

(1) 子育て支援サービスの充実

児童福祉の充実

(2) 相談体制の充実

19

子育て支援の充実

20

ひとり親家庭の自立支援の推進

(1) 経済的な支援と相談援助による自立支援の推進

21

児童虐待防止対策の充実

(1) 児童虐待防止対策の充実

(3) 子育て支援ネットワークの充実
(4) 児童館サービスの充実

(1) 生活困窮者への自立支援
6

社会保障の推進

22

社会保障制度の円滑な運用

(2) 国民健康保険制度と後期高齢者医療制度の
円滑な運営
(3) 介護保険制度の円滑な運営
(4) 国民年金制度の啓発

1

章

章名

節番号

節名

施策番号

施策名

主なとりくみ
(1) 中枢拠点の整備

23

都市機能の向上

(2) 地域拠点の整備
(3) 各地域の整備

1

24

道路ネットワークの構築

25

公共交通の充実

地域の拠点を核としたまちづくりの推進

(1) 都市計画道路の整備
(2) 都市計画道路などを補完する一般市道の整備
(1) 鉄道輸送の利便性の向上
(2) バス輸送の利便性の向上
(3) 新たな公共交通等の調査・検討

26

計画的な土地利用転換

(1) 中枢拠点の拡充に向けた土地利用転換の推進
(2) 工業系の土地利用の転換の推進
(1) 市民や事業者などと進める都市（まち）づくり

27
3

住みよいまちづくりの推進

(2) 住宅団地などの適正管理の促進
(3) 都市景観の形成、保全
(4) 良質な宅地開発・建築の誘導

都市基盤

(1) 道路の安全性の確保
2

安全で快適なまちづくりの推進

28

安全で快適な道路環境の保全

(2) 歩行者や自転車の通行空間の確保
(3) 放置自転車対策の推進
(1) 雨水の流出抑制と有効活用

29

雨水対策の推進

30

公園整備・都市緑化の推進

(2) 河川などのいっ水防止
(1) 公園の整備と管理の充実
(2) 河川敷の有効活用
(3) 市街地の適切な緑化の推進
(1) 安全で良質な水の供給

31
3

水道水の安定供給

(2) 安定的な給水体制の確立
(3) 経営基盤の強化

水道・下水道の整備

(1) 汚水管、雨水管整備の推進
32

公共下水道の整備

(2) 持続的な施設機能の維持
(3) 経営基盤の強化

章

章名

節番号

1

4

産業経済

節名

施策番号

施策名

33

新たな企業・事業者の育成

34

地域産業の支援の充実

35

地域商業の活性化

36

工業の活性化

総合的な産業振興の推進

主なとりくみ
(1) 企業誘致の推進
(2) 創業・起業・事業拡大の促進
(1) 中小企業・小規模企業の経営安定化支援の充実
(2) 産業支援機能の強化
(1) 商業活動の活性化支援
(2) 消費活動の安定
(1) 工業地域の環境整備
(2) 工業活動の活性化支援
(1) 安全・安心な農産物の安定供給の促進

2

地域産業の振興

(2) 狭山茶の生産の振興
37

農業の活性化

(3) 農業の担い手の育成・確保
(4) 地場農産物の消費拡大
(5) 耕作放棄地対策の推進
(6) 農業生産基盤などの整備と維持管理

38

狭山の地域資源を活用した観光の推進

39

雇用の促進と勤労者福祉の充実

(1) 地域観光資源の発掘・観光情報の発信
(1) 雇用機会の拡充

3

雇用と労働環境の充実

(2) 人材育成・能力開発の促進
(3) 労働環境や福利厚生の充実

2

章

章名

節番号

節名

施策番号

施策名

主なとりくみ
(1) 生涯学習活動の支援体制の充実

40
1

生涯学習の促進

(2) 生涯学習の機会や場の充実
(3) 生涯学習の成果の活用

生涯学習の促進

(1) 市民のスポーツ活動の促進
41

生涯スポーツの促進

(2) 競技スポーツの振興
(3) スポーツ施設の充実
(1) 教育指導の充実
(2) 特別支援教育の充実
(3) 幼児教育の充実

42

教育の内容と支援の充実

(4) 連携教育の推進
(5) 教職員の資質の向上
(6) 教育活動の支援の充実
(7) 就学支援の充実
(8) 学校評価の充実

2
5

(1) 校舎などの改修の推進

学校教育の充実

(2) 学校図書館の充実

教育文化

43

教育環境の充実

(3) 学校給食の充実
(4) 学校ＩＣＴ環境の充実
(5) 学校の規模と配置の適正化
(1) 学校公開などの推進
(2) 学校運営への参加の促進

44

家庭や地域との連携

(3) 地域による学校支援の充実
(4) 家庭教育の啓発活動の充実
(5) 地域における教育活動の充実

3

青少年の健全育成

4

人権と平和の尊重

5

章

章名

(1) 健全育成活動の充実

45

青少年の健全育成

46

人権尊重意識の高揚

47

平和意識の高揚

48

創造性豊かな文化の振興

49

国際交流の推進

(2) 健全育成の環境整備

節名

施策番号

(2) 人権教育の推進
(1) 平和に対する意識の高揚

市民文化の振興と国際化への対応

節番号

(1) 人権啓発の推進

(1) 市民が創る文化活動の促進
(2) 文化財の保存・継承と公開や活用
(1) 姉妹都市・友好交流都市との交流の推進
(2) 地域での国際交流の推進

施策名

主なとりくみ
(1) 市民の主体的なまちづくり活動の促進

50
1

地域コミュニティの活性化

(2) 地域コミュニティ施設整備の支援
(3) 地域コミュニティ推進体制の検討

自立した地域社会の実現
51

男女共同参画の推進

52

安全・安心な消費生活の実現

2

情報化の推進

53

地域情報化の推進

3

住宅・建築物の充実

54

建築物の適切な管理の推進

(1) 男女共同参画社会の実現に向けた環境づくり
(2） 男女共同参画の推進体制の充実
(1) 消費生活向上に向けた取り組みの推進
(1) ＩＣＴの活用と促進
(2) 市民の情報活用力の向上
(1) 市営住宅の長寿命化と住宅ニーズへの対応
(2) 安全で良好な住環境の充実
(1) 個別行動マニュアルの整備、初動体制の強化

6

市民生活

55
4

危機管理防災体制の充実

防災・消防体制の充実

(2) 自助・共助による地域防災力の向上
(3) 災害応急対策の充実
(4) 感染症に対する危機管理体制の充実

56

消防・救急体制の充実

(1) 埼玉西部消防組合との連携の推進
(2) 消防団の充実強化
(1) 関係機関と連携した交通安全意識の高揚

57
5

交通安全対策の充実

交通安全・防犯対策の充実

(2) 事故多発地点などへの交通安全施設の整備
(3) 自転車保険加入の促進
(4) 高齢運転者への安全対策

58

地域防犯対策の推進

59

基地周辺環境の整備の推進

(1) 地域防犯活動の推進
(2） 防犯設備の充実
(1) 要望活動の推進

6

基地対策の充実

(2) 基地対策事業の推進
(3) 基地対策の周知

3

章

章名

節番号

節名

施策番号

施策名

主なとりくみ
(1) 協働によるまちづくりを推進する仕組みの整備

60

協働の推進

(2) 協働によるまちづくりに関する情報提供の推進
(3) 協働によるまちづくりを担う人材の育成と
人材を活かす仕組みづくりの推進

1

協働によるまちづくりの推進

(1) 積極的な情報発信の推進
61

積極的な情報発信と情報活用の促進

(2) シティプロモーション活動の推進
(3) オープンデータ化の推進
(4) 効果的な広聴活動の推進
(1) 計画行政の推進
(2) 広域連携の推進

62
7

効率的・効果的な行政運営の推進

(3) 民間活力の導入
(4) 電子自治体の推進
(5) 情報セキュリティ対策の推進

計画推進

(6) 行政情報システムの最適化
2

(1) 計画的な財政運営

健全な行財政運営の推進
63

健全な財政運営の推進

(2) 市税収入の確保
(3) 財源の確保
(4) 財政の「見える化」

64

公共施設等の計画的な管理と統合・廃止

65

機能的で活力のある組織運営の推進

66

まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進

(1) 公共施設等の計画的な管理
(2) 公共施設の計画的な統合・廃止
(1) 機能的な組織運営の推進と定員管理の適正化
(2) 活力のある組織を支える人材育成
(1) 移住・定住の促進

3

まち・ひと・しごと創生の推進

(2) 婚活の支援
(3) その他の施策の推進

4

