政策・施策の対比表（現計画：新計画）

資料３
新たな総合計画の体系

現在の総合計画の体系
第１章 生涯を通して学び楽しむまちづくり

移動状況

第１章 生涯を通して学び楽しむまちづくり
政策１ 社会教育の充実

政策１ 社会教育の充実
→ 施策１

施策１

住民による主体的な学習の推進 と学びのための環境整備

施策２ 生涯学習拠点施設の整備と機能の充実

→ 施策１（統合）

施策２

読書普及による知識の向上

施策３ 住民による主体的な学習の推進

→ 施策１（統合）

施策１ 学習ニーズに則した魅力的な学習機会の充実

施策４ 図書館資料と情報提供の充実
施策５ 読書活動の推進

政策２ 学校教育の充実

→ 施策２

施策３

個性・心・基礎的学力を重視した教育の推進

施策２へ統合

施策４

計画的な施設修繕と教材設備の整備、充実

施策５

地域が支える学校づくり、地域に開かれた学校づくりの推進

政策２ 学校教育の充実
施策６ 個性・心・基礎的学力を重視した教育の推進

→ 施策３

施策６

安全・安心を確保するための対策

施策７ 計画的な施設修繕と教材設備の整備、充実

→ 施策４

施策７

学校給食の充実、食育の推進

施策８ 地域が支える学校づくり、地域に開かれた学校づくりの推進

→ 施策５

施策８

就学前教育の充実

施策９ 安全・安心を確保するための対策

→ 施策６

施策１０ 学校給食の充実、食育の推進

→ 施策７

施策１１ 就学前教育の充実

→ 施策８

政策３ 文化・芸術の振興、伝統文化・文化財の継承
施策９

歴史・文化的な地域資源を確実に継承するための対策

政策４ 社会体育の振興
施策１０ 健康、生きがい、つながりをつくる生涯スポーツと地域スポーツの推進

政策３ 青少年の健全育成
施策１２ 青少年の学習活動の提供と社会的な自立への支援

→ 施策1（統合）

施策１３ 地域の教育力を向上させるための対策

→ 施策1（統合）

政策４ 文化・芸術の振興、伝統文化・文化財の継承
施策１４ 地域の特色を活かした文化・芸術活動を推進するための対策
施策１５ 歴史・文化を保存し継承するための対策

→ 施策９
→ 施策９（統合）

政策５ 社会体育の振興
施策１６ 健康と生きがいをつくる生涯スポーツと地域スポーツの推進
施策１７ スポーツ施設の機能充実と活用の促進

→ 施策１０
→ 施策１０（統合）
第２章 健やかで安心なまちづくり

第２章 健やかで安心なまちづくり

政策５ 保健の充実

政策６ 保健の充実
施策１８ 生活習慣病、各種がん疾病などから住民を守るための保健活動の推進

→ 施策１１

施策１９ 健やかな母子保健活動の推進

→ 施策１２

施策２０ 健康危機管理対策の推進

→ 施策１６

施策２１ 国民健康保険事業の充実

→ 施策１１（統合）

施策１２ 健やかな母子保健活動の推進
政策６ 医療の充実
施策１３ 地域医療体制と町立南郷病院の充実
施策１４ 救急医療体制・広域医療体制の整備と充実

政策７ 医療の充実
施策２２ 地域医療体制と町立南郷病院の充実

→ 施策１３

施策２３ 救急医療体制・広域医療体制の整備と充実

→ 施策１４

政策７ 高齢者福祉の充実
施策１５ 高齢者が安心して暮らすための対策
政策８ 地域福祉の充実

政策８ 高齢者福祉の充実
施策２４ 高齢者が健康で元気に暮らすための対策

施策１１ 生活習慣病などから住民を守るための保健活動の推進

→ 施策１５

施策２５ 高齢者福祉サービスの充実

→ 施策１５（統合）

施策２６ 高齢者を地域で支える社会の形成

→ 施策１５（統合）

施策１６ 地域で支える社会の充実
政策９ 障害者福祉の充実
施策１７ 安心して暮らせる地域づくりの推進
政策１０ 子育て支援の充実

政策９ 障害者福祉の充実
→ 施策１７

施策１８ 働きながら子育てを行う家族を支援するための対策

施策２８ 暮らしやすい環境づくりの推進

→ 施策１７（統合）

施策１９ 出産や子育てに不安な家族を支援するための対策

施策２９ 自立支援と社会参加の促進

→ 施策１７（統合）

施策２０ 児童虐待を防止するための対策

施策２７ 生活支援の充実

政策１０ 子育て支援の充実
施策３０ 働きながら子育てを行う家族を支援するための対策

→ 施策１８

施策３１ 出産や子育てに不安な家族を支援するための対策

→ 施策１９

施策３２ 児童虐待を防止するための対策

→ 施策２０
第３章 力強い産業がいきづくまちづくり

第３章 力強い産業がいきづくまちづくり

政策１１ 農林業の振興

政策１１ 農林業の振興
施策３３ 担い手を育成・確保するための対策

施策２１ 多様な生産者の確保と事業の円滑な推進

施策３４ 水田農業の安定生産と省力化・低コスト化の促進

施策２２ 農地の高度利用と産地形成の促進

施策３５ 活力ある園芸産地の育成

施策２３ 個性を活かした魅力ある農業の展開

施策３６ 畜産経営の確立

施策２４ 畜産経営の安定化

施策３７ 食の安全・安心の確保

施策２５ 流通及び販路の充実

施策３８ 豊かでにぎわいのある農業農村生活の推進
政策１２ 商工サービス業の振興
施策３９ 商業・サービス業を振興させるための対策
施策４０ 工業を振興させるための対策

全体
見直し
施策２１
から
施策３０

施策２９ 物産・観光を振興させるための対策

施策４１ 観光・物産を振興させるための対策

政策１４ 雇用の確保

政策１４ 雇用の創造

施策３０ 安定した雇用を確保するための対策

施策４２ 安定した雇用を確保、創造するための対策

第４章 くらしやすさを実感できるまちづくり

第４章 くらしやすさを実感できるまちづくり

政策１５ 地域基盤の確立

政策１５ 地域基盤の確立
施策４４ 安全・安心な道路等を整備するための対策
施策４５ 公共交通網を確立するための対策

→ 施策３１

施策３１ 安全・安心な生活環境基盤の提供

→ 施策３１（統合）

施策３２ 公共交通網を確立するための対策

→ 施策３２

施策４６ 安全、安心な防災・消防・救急体制を確立するための対策

→ 施策３３

施策４７ 安全、安心な交通環境、防犯体制を確立するための対策

→ 施策３４

施策２０

→ 施策１６

施策４９ 生活環境の保全と公衆衛生対策

施策３４ 安全、安心な交通環境、防犯体制を確立するための対策
政策１７ 環境･景観の保全・創造
施策３5 生活環境の保全と公衆衛生対策
政策１８ 居住環境の質の向上

政策１７ 環境･景観の保全・創造
施策４８ 環境美化の推進と自然環境の保全

政策１６ 生活安全の確保
施策３３ 安全、安心な防災・消防・救急体制を確立するための対策

政策１６ 生活安全の確保

（再掲）健康危機管理対策の推進

施策２７ 工業を振興するための対策
政策１３ 商業・サービス業の振興
施策２８ 商業・サービス業を振興するための対策

政策１３ 観光・物産の振興

施策４３ 計画的な土地利用と市街地形成を進めるための対策

施策２６ 農村機能及び生産基盤の維持
政策１２ 工業の振興

→ 施策３５（統合）
→ 施策３５

施策３６ 水道水を安定して供給するための対策
施策３７ 下水道を普及推進するための対策

政策１８ 居住環境の質の向上
施策５０ 快適で安全な生活環境、住宅環境を整備するための対策

→ 施策３１（統合）

施策５１ 水道水を安定して供給するための対策

→ 施策３６

施策５２ 下水道を普及推進するための対策

→ 施策３７
第５章 自立をめざすまちづくり

第５章 自立をめざすまちづくり

政策１９ 定住化の促進

政策１９ 定住化の促進
施策５３ 定住化を促進するための対策

→ 施策３８

施策５４ 住民参画と協働のまちづくりの推進

→ 施策３９

施策５５ 地域における住民活動を活性化させるための対策

→ 施策３９（統合）

施策５６ ＮＰＯ活動やボランティア団体を活性化させるための対策

→ 施策３９（統合）

施策５７ 国際交流を促進するための対策

→ 施策４０

施策５８ 地域間交流を推進するための対策

→ 施策４１
→ 施策４２

政策２２ 平和行政の推進
施策４２ 非核・平和社会を実現するための対策
施策４３ 男女共同参画社会を推進するための対策
政策２４ 健全な行財政運営

政策２３ 男女共同参画社会の推進
→ 施策４３

施策４４ 行政運営の効率化を推進するための対策

→ 施策４４

施策４６ 住民の立場に立った行政サービスを提供するための対策

施策４５ 財政を健全化するための対策

政策２４ 健全な行財政運営
施策６１ 行政運営の効率化を推進するための対策

施策４０ 国際交流を促進するための対策

政策２３ 男女共同参画社会の推進

政策２２ 平和行政の推進

施策６０ 男女共同参画社会を推進するための対策

施策３９ 地域における住民活動を活性化させるための対策
政策２１ 交流の促進
施策４１ 地域間交流を推進するための対策

政策２１ 交流の促進

施策５９ 非核・平和社会を実現するための対策

施策３８ 定住化を促進するための対策
政策２０ 住民活動の促進

政策２０ 住民活動の促進

施策６２ 財政を健全化するための対策

→ 施策４５

施策６３ 住民の立場に立った行政サービスを提供するための対策

→ 施策４６

