参考：３
まちづくり総合計画 分野別計画体系図
分

野

教育・文化

節（まちの姿）
1 充実した教育環境で学べる
2 豊かな心と体を育む

Ⅰ

1 教育内容の充実
2 教育環境の整備・充実
1 青少年の健全育成
2 生涯学習の推進
3 文化・芸術活動の振興
4 スポーツの振興
5 国際交流・都市間交流の促進

市民生活

Ⅱ

2 安心して子育てができる
3 健康に暮らせる
安心安全

1 安心安全に暮らせる

Ⅳ

環境共生

2 快適な生活環境で暮らせる

都市基盤

1 ひと・もの・情報が交流する

Ⅵ
2 快適な都市空間で暮らせる

産業・観光

1 活力ある産業のまちで暮ら
せる

Ⅶ
2 観光でまちの魅力が高まる

(2) 学校給食の充実

(3) 不登校対策の充実

策
(4) 特色ある教育の充実

(1) 健全育成活動推進のための連携強化 (2) 青少年の社会参加の促進
(3) 青少年を取り巻く有害環境への対応
学んだ成果をまちづくりに生かす
図書館の資料・情報及びサービ
(1) 生涯学習推進体制の整備・充実 (2)
(3) 社会教育関連施設の整備・充実 (4)
ための環境の充実
スの充実
(1) 文化・芸術活動の充実
(2) 文化財の保存と活用
(2) 国際化に対応したまちづくりの推進 (3) 地域間交流の促進

市民活動の促進
市民参画の推進
人権の尊重
男女共同参画社会の推進

(1) 活動資源に関する支援の充実

(2) コミュニティ組織の活性化

(3) 市民活動の普及・啓発

(1) 市民参画機会の拡充

(2) 市民参画評価システムの確立

(3) 市民参画に係る人材養成

(1) 人権教育の推進

(2) 人権啓発の推進

(3) 関係機関との連携

(1) 推進体制の充実

(2) 男女共同参画意識の醸成

(3) 能力発揮と就業のための条件整備 (4) 男女間における暴力の根絶

1
2
3
4
1
1
2

地域福祉の推進
高齢者福祉の充実
障害者福祉の充実
社会保障制度の運営
子育て支援の充実
健康づくりの推進
地域医療の充実

(1) 地域福祉活動の促進

1
2
3
4
5

防犯の推進
交通安全の推進
災害に強いまちづくりの推進
消防・救急体制の充実
市民相談の充実

(2) 高齢者を地域で支える体制づくり (3) 介護サービスの充実

(1) 地域生活活動の充実

(2) 自立支援の充実

(4) 生涯現役社会づくりの推進

(2) 国民年金相談体制の充実

(3) 生活困窮者への自立支援

(2) 保育サービスの充実

(3) 子育て相談の充実

(4) 子育て家庭・ひとり親家庭への支援

(1) 健康づくり活動の推進
(1) 地域医療体制の充実

(2) 保健指導等の充実
(2) 救急医療体制の充実

(3) 感染症対策の充実
(3) 医療機関の連携

(4) 食育の推進
(4) 市民病院の経営の健全化

(1) 防犯対策の充実

(2) 防犯運動の推進

(1) 交通安全意識の高揚

(2) 安全な交通環境づくり

(1) 防災対策の充実

(2) 地域防災体制の充実

(3) 国民保護計画の推進

(1) 消防力の強化

(2) 予防体制の強化

(3) 救急救助体制の充実

(1) 相談体制の強化

(2) 啓発活動の推進

(1) 二酸化炭素排出量削減の推進

(2) 環境教育・環境学習の推進

(1) ごみの発生・排出削減の推進

(2) 再資源化の推進

3 自然環境の保全
1 水道水の安定供給
2 下水道の整備・充実

(1) 自然環境の保全と再生

(2) 自然環境の活用
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(3) 一般廃棄物の適正処理の推進

(1) 水質改善と管理の強化

(2) ライフラインの機能強化と整備促進 (3) 経営の安定化

(1) 下水道施設の資産管理

(2) 汚水処理施設の整備

中心市街地の整備・充実
道路の整備
港湾の整備
交通体系の充実
地域情報化の推進
緑の空間の創造
快適な居住環境の整備
住宅の整備
河川・水辺空間の整備

(1) 徳山駅周辺整備事業の推進

(2) 魅力ある中心市街地の再生・充実

(1) 生活道路の整備

(2) 広域ネットワークの充実

(1) 港湾基盤の強化

(2) 港湾施設の改修

(1) 公共交通機関の充実

(2) 生活交通の維持・確保

(1) 電子自治体の推進

(2) 情報セキュリティ対策

農業の振興
林業の振興
水産業の振興
商業の振興
工業･新産業の振興
企業誘致・雇用環境
観光の振興

(3) 雨水対策の充実

(2) 公園・緑地の整備

(3) 緑化の推進

(1) 快適で安全なまちづくりの推進

(2) 良好な景観の形成

(3) 土地区画整理事業の推進

(2) だれもが住まいに困らない仕組みづくり

(1) 河川・水辺の保全・整備

(2) 水に親しむ環境の整備

(1) 農業経営基盤の強化

(2) 農業生産基盤の整備

(4) 循環型社会づくりに向けた教育の推進

(4) 下水道経営の安定

(3) 生活道路の維持管理

(1) 公園・緑地・街路樹の維持・管理
(1) 住まいの安心・安全の向上

(5) 子どもの読書活動の推進

(4) 協働のための環境整備

(1) 子育て支援サービスの充実

国民健康保険・後期高齢者医療制度の健全な運営

(7) 学校再編整備の推進

(3) スポーツを極める人づくり

(1) 介護予防の推進
(1)

(5) 小・中学校図書館の充実
(6) 特別支援教育の充実

(2) 子どもの体力づくり

1 環境にやさしいまちで暮らせ 1 低炭素社会の実現
る
2 循環型社会の実現

Ⅴ

(2) 学校教育の充実

(1) 教育施設等の整備

施

(1) 多彩な国際交流の促進

1
2
2 一人ひとりが輝いて暮らせる 1
2

Ⅲ

(1) 幼児教育の充実

進

(1) スポーツを楽しむ環境づくり

1 協働のまちづくりを進める

福祉・保健・ 1 充実した福祉で暮らせる
医療

推

基本施策

(3) 地産地消の推進

(4) 「道の駅」の整備

(5) 快適で潤いのある農村づくり

(1) 森林づくりに関する基本計画の策定 (2) 林業経営基盤の強化

(3) 林業生産基盤の整備

(4) 森林の適正管理

(5) 森林資源の有効活用

(1) 水産物の生産拡大

(2) 水産物の消費拡大

(3) 魅力のある漁村づくりと環境整備

(1) 商店街活性化の促進

(2) 活力ある商業の振興

(1) 地場産業の振興

(2) 新産業の創出

(3) 産業基盤の整備

(1) 企業誘致の推進

(2) 就労支援の充実

(3) 就労環境と勤労福祉の充実

(1) 官民協働による観光の推進

(2) 地域資源を生かした観光の推進

(3) 観光による周南ブランドの育成

(4) 動物園リニューアルの推進

(5) 動物を身近に感じるソフト事業の展開

