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第３編 基本計画 

 
施策の体系の一覧 
 

第１章 人が輝くまち＜参加と協働の推進＞ 
コミュニティ 意識の醸成と活動への支援 コミュニティ活動の啓発 

  コミュニティ活動への助成 

  コミュニティ間交流の促進 

  リーダーの育成 

 コミュニティ施設等の整備 地域コミュニティ施設等の整備 

  公共施設の利用促進 

 行政区・自治会活動の促進 行政区・自治会活動の支援 

 コミュニティ協議会の充実 

町民参加 町民意向の把握 住民意識調査の実施 

  懇談会の充実 

 町民参加機会の充実  

 ボランティア活動等への支援 活動情報の提供 

  支援体制の強化 

  ＮＰＯとの協働 

  支え合いの仕組みづくりの支援 

人権・平和 人権教育・人権啓発の推進 学校・社会教育の充実 

  啓発活動の充実 

 人権相談・人権救済の充実 各種相談体制の充実 

     職員研修の充実 

 平和の推進  

男女共同参画 男女が共に参画できる社会づくり まちづくりへの女性の参画の促進 

  町における女性職員の職域拡大と登用促進 

 男女平等の意識づくり 家庭・地域への啓発活動の推進 

  男女共同参画の視点に立った教育の推進 

 男女が共に働きやすい環境づくり  

 家庭と仕事・地域活動の両立支援 子育てしやすい環境の整備 

  地域社会での協働 

 女性に対するあらゆる暴力の根絶  

 生涯にわたる健康支援  
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第２章 豊かな心をはぐくむまち＜教育・文化の振興＞ 
生涯学習 生涯学習推進体制の確立 生涯学習推進計画の推進 

  推進体制の強化 

 生涯学習の拠点づくり 公民館等生涯学習拠点の整備充実 

  図書館サービスの向上と利用促進 

  学校開放の推進 

  生涯学習施設の連携 

 生涯学習プログラムの充実  

 生涯学習リーダーの育成  

 社会教育関係団体への支援  

スポーツ スポーツ活動の充実 和紙マラソン大会・町民総合体育大会などへの支援

  自主活動の支援・相談体制の充実 

  地域スポーツの推進 

 スポーツ推進体制の充実 体育協会活動等への支援 

  スポーツ・健康指導の充実 

 スポーツ施設の充実と開放 総合運動場等の整備充実 

  学校体育施設開放の推進 

文 化 伝統文化の継承と活用 和紙文化の継承と活用 

  伝統文化の継承と活用 

 文化財の保存と活用 下里・青山板碑製作遺跡の保存と活用 

  文化財の保存と活用 

  埋蔵文化財の保存と活用 

  町並み活用の検討 

 町民文化活動の支援 イベントの開催支援 

  文化施設の有効活用 

  資料の活用・情報提供 

幼児･家庭教育 幼稚園就園への支援  

 幼稚園・保育園と小学校との連携  

 子育て世代の学習機会の提供  

 発達相談の推進  

義務教育 教育環境の整備 教育施設・設備の整備 

  小中学校再編の検討 

  学校給食体制の整備 

 生きる力をはぐくみ確かな学力を身に付けさせる教育の推進 学習指導の充実 

  多彩な教育の推進（環境・福祉・情報） 

  特別支援教育の充実 

  健やかな体を育成する教育の推進 

  教育相談の充実 

 豊かな心を育て国際性を身に付けさせる教育の推進 道徳教育の充実 

  国際理解と英語教育の推進 

 教職員の資質向上  

高校・大学等 県立小川高校との連携  

 大学･研究機関等との連携  

 大学･研究機関等の誘致  

 奨学金制度の体制整備  
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第３章 安全で住みよいまち＜都市基盤の充実＞ 
土地利用 秩序ある土地利用 土地利用関連計画の推進 

  規制誘導手法の導入 

  地籍調査の推進 

  適正な町有地化 

 特徴ある土地利用 土地の有効活用 

  工業・流通系土地利用の検討 

  沿道サービス系土地利用の検討 

  里地里山環境の保全 

自然環境 環境保全の意識醸成 環境教育の充実 

  町民活動への支援 

 里地里山の保全・活用 森林の適切な管理と活用 

  里地里山の保全・活用 

 河川などの保全 清流の回復 

  水量の確保 

 生態系の保全  

市街地・集落 コンパクトシティづくり 中心拠点づくり 

  地域生活拠点づくり 

 公共交通ネットワークづくり 拠点間を結ぶ交通サービスの充実 

 不動産ストックの有効活用によるまちづくり 空き家の有効活用 

  特定空き家の対応 

公園・緑地 公園等の整備  

 緑化の推進  

道路・交通 道路の整備 幹線道路の整備 

  生活道路の整備 

  道路環境の整備 

 橋りょうの整備 橋りょうの整備 

  橋りょうの長寿命化 

 駅周辺整備・鉄道輸送の充実 駅周辺の整備 

  新駅の検討 

  輸送力の強化 

 バス輸送等の充実 路線バスの維持・充実 

  公共交通空白地域の解消 

河川・水辺の整備 河川等の整備 治水対策の推進 

  河川・ため池の有効利用 

 水辺環境の保全 清掃活動の充実 

  不法投棄の防止 

  清流の回復と創出 
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第４章 快適な環境のまち＜生活環境の整備＞ 
上水道 安全な水道  

 強靭な水道  

 水道事業運営の持続  

下水等の処理 公共下水道事業の推進  

 農業集落排水施設の維持管理  

 合併処理浄化槽の普及 合併処理浄化槽の設置促進 

  合併処理浄化槽への改築促進 

 雨水対策の充実 雨水排水路の整備 

  雨水の有効利用 

 し尿処理施設の維持管理  

ごみ対策 ごみ処理体制の確立 分別収集の徹底 

  ごみ集積場所の配置 

  処理困難物の処理 

  ごみ収集・処理体制の維持 

 ごみ処理施設の整備充実等 ごみ処理施設の整備充実 

  資源化施設の充実 

 ごみ減量・リサイクルの推進  

環境負荷軽減対策 二酸化炭素排出抑制 エコカータウンの形成 

  再生可能エネルギーの活用 

  低炭素ライフの推進 

 環境問題の未然防止対策 環境の監視 

  環境保全 

 公害の処理 発生源対策 

  公害処理体制の確立 

 不法投棄・埋立て対策の充実 監視パトロールの強化 

  啓発活動の推進 

交通安全・防犯 交通安全の環境整備 交通安全施設の整備 

  交通安全教育の充実 

  広報活動の充実 

  駅周辺の放置自転車の解消 

 安全・安心なまちづくり 防犯環境の施設整備 

  広報活動の充実 

  防犯対策の強化 

消防・防災 消防体制の強化 消防団施設の整備 

  消防団組織の強化 

 防災体制の確立 地域防災計画の推進 

  自主防災組織の育成 

  家具転倒防止器具設置助成制度の推進 

  国民保護計画の推進 
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第５章 健康で安心して住めるまち＜保健・医療・福祉の充実＞ 
地域福祉 地域福祉の体制づくり 地域福祉推進の仕組みづくり 

  社会福祉協議会への支援 

  庁内体制の確立 

  民間機関との連携 

 地域福祉の人づくり 町民との協働 

  福祉教育の推進 

  地域福祉を支える人材の育成 

 施設の整備・活用 総合福祉センター等の活用 

  公共施設の活用 

保健・医療 健康づくり運動の推進  

 保健事業の充実 感染症対策の充実 

  母子保健の充実 

  成人保健の充実 

 医療体制の充実  

子ども・子育て支援 保育の充実 保育内容の充実 

  施設及び運営体制の整備 

 児童福祉の充実 関係機関との連携強化 

  学童クラブの充実 

  放課後子供教室※の設置 

  遊び場の確保 

  児童相談の充実 

  児童虐待への対応の強化 

  子育て支援活動の推進 

 子育てしやすい環境づくり 子育ての経済的負担の軽減 

  子育て世帯の居住支援 

  結婚・出産支援 

 青少年の育成 青少年自主活動の促進 

  青少年育成組織への支援 

  地域活動への参加促進 

 ひとり親家庭福祉の推進  

高齢者福祉・介護保険 在宅サービスの充実  

 生きがいづくりと社会参加の推進 生きがいづくりの促進 

  高齢者の就労支援 

 高齢者の尊厳を保つサービスの推進 介護サービス体制の整備と質的向上 

  相談体制の充実 

 地域包括ケアシステムの構築 生活支援サービスの充実 

  認知症施策の充実 

  介護と医療の連携 

  介護保険事業の充実 

障害者福祉 障害福祉サービスの計画的推進  

 自立生活への環境づくり 障害に関する理解と啓発 

  情報提供と相談の充実 

  社会参加の促進 

  安全・安心の仕組みづくり 

 保健・医療の充実  

低所得者福祉 自立への支援 相談体制の強化 

  就労への支援 

 援護サービスの充実  

 子どもの貧困化対策 実態の把握 

  必要な家庭への支援 

社会保険 国民健康保険の充実 財政運営の健全化 

  資格・給付の適正化の推進 

  保健事業の推進 

  国保の都道府県化への対応 

 後期高齢者医療制度の充実  

 国民年金制度の普及    
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第６章 活力ある産業のまち＜産業の振興＞ 
農林業 農林業振興の計画的推進  

 生産環境の整備  

 担い手の育成 認定農業者等の育成 

  新規就農者の確保 

  生産組織の育成 

 農林資源の保全・活用 農地の保全・活用 

  森林の保全・活用 

  ため池の保全 

 新たな農林業の展開 流通体制の拡充・地産地消の推進 

  特産品の奨励 

  有機農業の推進 

  森づくりの推進 

  木材利用の推進 

商 業 商業基盤の整備 小川町駅周辺の空き店舗対策 

  小川町駅周辺の整備方針の確立 

  バイパス沿道商業地の整備 

 経営の支援 自主的活動への支援 

  新商品研究・開発への支援 

  経営近代化への支援 

工 業 工業の振興 企業の誘致（企業の立地支援） 

  工業用地の確保、整備 

 経営の支援 商工会活動の充実 

  中小企業支援制度の活用 

 伝統産業の振興  

観 光 観光の拠点づくり 観光推進体制の確立 

   

  観光資源の充実 

  観光商業の推進 

 地域産業との連携  

 広域観光の推進  

雇用・消費生活 雇用の安定 雇用機会の拡大 

  就労環境の向上 

  職業能力教育の推進 

 消費生活の充実 消費者の安全・安心確保 

  消費者教育の推進 
   
第７章 自立した経営のまち＜計画の推進＞ 

広報・広聴 広報・広聴の充実  

 総合相談の充実  

 行政連絡システムの充実  

行財政改革 地方分権改革の推進  

 行政計画システムの確立 職員参加の推進 

  行政評価システムの確立 

 行財政改革の推進 弾力的な組織・機構の確立 

  公共施設等の効果的・効率的な配置と運営の推進

  定員管理と給与の適正化の推進 

  事務の効率化の推進と受益者負担の適正化 

  健全な財政運営の推進 

  町民サービスの向上と職員の意識改革 

広域行政 広域行政の充実 既存の連携体制の充実 

  ごみ処理施設整備の推進 

  斎場施設建替えの推進 

  施設の相互利用の促進 

  広域行政拡大の検討 

 市町村事務の共同処理・市町村合併についての調査研究   
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